


2005.06.08 Wed 初。

初めまして。大倉担のまひるでっす。

これからアホなこと真剣な話、いろいろ書いていこうと思ってます。

そしてたくさんの友達が出来たらいいなーって思ってます。

ヨロシクお願いします。[:グッド:]



2005.06.08 Wed ノーーーーー!!!!!!!

まひるとしたことが!!!!!!!
いやね、ﾄﾞﾘﾎﾞ中、忠義の前髪に金ﾒｯｼｭが入ってるの

気づかなかったんよ。

雑誌見てなんかﾁﾗﾁﾗ見えてて「あれ〜???」
なんて思ってたら金ﾒｯｼｭ入れて失敗したことを

忠義が告白。

やべ〜。ﾁｰﾑﾁﾝﾋﾟﾗｰｽﾞ失格じゃん!!!!!
ｸﾘﾊﾟの時のﾒｯｼｭもﾁｮｰ大好きだったのにぃー。

なんか今年は忠義、あんまり髪型変えない宣言してたよね。

まひるも長めの方が好きなんだよねー。

忠義も自分で長めの方が好きって言ってたけど。

今年は短めで勝負なのかなぁ〜???

ちなみにまひるの今の髪型はﾄｯﾌﾟもｻｲﾄﾞも短めで

後ろだけｱｼﾝﾒになってます。

当分これで伸ばす予定。

後ろがｺﾃで巻けるぐらいまでね。

頑張って伸ばすぞぉー!!!!!!

つーか今日、ｦﾀ誌買ってのけぞった。（笑

で、速攻、相方にﾒｰﾙして２人してのけぞった。（笑

あの対談はﾋﾞｯｸｼなんですけどぉー。

誰の選考ﾒﾝﾊﾞｰなんですか???

ほなおつー。



2005.06.09 Thu ∞のドラマー、大倉忠義。

つーかD誌のピンクTシャツの忠義に萌え〜。
マジ可愛くない??
しかも金メッシュもイケてるし。

忠義は悪を意識して金メッシュ入れたらしいけど全然失敗とかじゃないよね。

なんか今月の雑誌貴重だわ〜。

もう真っ黒の短髪だからね〜。

なんだろ。

最近の忠義ってドラムをホント楽しんでやってるよね。

よく雑誌とかでもドラムが楽しいとか上手くなりたいとか言ってるもんね。

マイドラムも買ったって言ってたし。

ちなみにまひるもドラムやるんだけど最近やってなかったから腕が落ちた。

なんかちょっとショックだったもん。

まひるも忠義に負けないようにドラム頑張ろう。

やっぱやるからには負けたくないじゃん??
でもね、まひるはマイドラム山梨に引っ越して来る時に

売っちゃったんだよね。

置く場所がなくて。

だからやっぱ最近マイドラム欲しいなーとか思うんだけど。

忠義はなんかよく分かんないんだけど

練習用のパッドっぽいやつ買ったみたいです。

てっきりいつも使ってるYAMAHAかと思った。
ドラムもダンスもカッコ良く見せたいって

雑誌見ててそんな忠義がカッコいいなって思った。

そんな忠義が大好きです[:ラブ:]



2005.06.09 Thu ｴﾛｴﾛ忠義。

少ｸﾗの感想はもう１個のﾌﾞﾛｸﾞに書いたので省略。（適当だなぁ）

つーかなんかエイト大忙しみたいでｽﾄﾚｽ溜まらないと

いいなーって思ってみた。

まひるは仕事がつまるとｽﾄﾚｽがむっちゃ溜まるし、

なんか最近仕事向いてないのかなぁーとかって思う。

接客の仕事も嫌いじゃないんだけど

なんか１人で地道にﾐｼﾝ踏む仕事が１番したいわけで

最近やっぱ無理だったのかなぁーって思うことがある。

エイトメンだって好きなことを仕事として

選んだわけだけどぶっちゃけイヤだなぁーって思う

仕事だってあると思うのよ。

でもイヤな顔ひとつせずちゃんと仕事こなしてる。

ﾌﾟﾛだなぁーって思う。

なんかそうゆうのとかってやっぱ尊敬するな。

ﾈﾊﾞｺﾞﾅからﾄﾞﾘﾎﾞにかけてすばるは肉体改造までやったしね。

あの貧弱っ子のすばるがだよ。

魅せる仕事ってﾎﾝﾄ大変だと思う。

忠義だったかなぁ、KAT-TUNのﾀﾞﾝｽの魅せ方がうまいって
褒めてたけどまひるもそう思う。

そうゆう部分はエイトよりも上じゃないかなぁって思うよ。

でもエイトだって負けてないよ。

エイトは歌で人を惹きつけることが出来るって思う。

楽しい歌、元気が出る歌、悲しい歌、切ない歌とか

ﾎﾝﾄｼﾞｬﾝﾙ問わず歌ってて決してKAT-TUNにひけをとってないと
思うよ。

すばる、ﾋﾟﾛｷ、亮ちゃんの歌は絶品だと思うもん。

あとﾄｰｸとﾒﾝﾊﾞｰ愛でもどこのｸﾞﾙｰﾌﾟにも負けてないと思う。

やっぱ関ｼﾞｬﾆって曖昧な存在だったじゃない？？？

だからﾎﾝﾄ関東人には負けないっていう気持ちは人一倍

強いと思う。

だからすばるとかがよく「大阪最高〜!!!!」とか言うんだけど
そうゆう気持ちもすごく分かるんだけど

でもまひるみたいな関東人のﾌｧﾝは全否定されたような



気持ちになるのね。

そりゃ微妙な時期を支えてくれた関西のﾌｧﾝも大切だけど

でも昔からその他の地方からずっと遠征して舞台やｺﾝｻｰﾄに

行って応援してきたﾌｧﾝもたくさんいるし、

いろいろな事情で生で１度も見たことないけど

でも大好きって言ってくれるﾌｧﾝもたくさんいることに

気づいて欲しい。

割とその辺、ヨコヒナは自覚しててちゃんと一言添えて

くれるから嬉しいんだけどね。

エイトのみなさん、全国にあなた達を応援してくれてる

ﾌｧﾝがたくさんいるってこと忘れないでください。

ほなおつー。

ってここまで書いて本日の忠義の連載を読みました。

ぱいぱいって!!!!!!!（爆笑
出たよ!!!!!!出た!!!!!
今まで可愛い子ぶってた大倉忠義のｴﾛｴﾛな本性が!!!!!!（笑
ま、章大もかなりですけどね。

ﾏｯｸで「ﾅｹﾞｯﾄください。」を「ﾅﾌﾟｷﾝください。」って

言ってみたり

「花束ｿﾞｳﾃｲ」を「花束ﾄﾞｳﾃｲ」って言ってみたり。

常にｴﾛﾃﾛﾘｽﾄですからね。安田章大くんは。（笑

そんな忠義も負けずとかなりのｴﾛｴﾛ男ですけどね。

そんな忠義に今日も萌え萌えするまひるでした[:ラブ:]
ほな。

ｺﾒﾚｽ

千愛（＠どっくん） 千愛（＠どっくん）

訪問ありがとー。

いやー、昨日ヒマだったからつい作ってしまいました。

たぶんこっちの方が濃い内容になると思うんで



両方遊びに来ていただけると嬉しいですぅー。

でもいまいちJUGEMの使い方が分からずー。（苦笑
ま、なんとかがんばりまっすー。



2005.06.10 Fri エイト連載。

今、エイトの連載全員見ました。

(ちょっと相方とメールしてたんでね。)
でね、すばるがすごく吹っ切れた感があってね、

良かったなーって思った。

でもね、ホントすばるの言う通りだとまひるも思うんですよ。

落ち込んだ時はトコトンまで落ちてまた這い上がってくればいい。

這い上がって来た時はめちゃくちゃタフになってると思います。

過去は過去。振り返ってもしゃーないんですよ。

それを糧としてまた新しくスタートを切ればいい。

人間は失敗を繰り返してたくましくなっていくんだと思います。

だから挫けても前に進むことが大切だと思うよ。

すばるは強くなったね。

何がそうさせたかはすばるしか分からないことだけど

ホントに良かったと思います。

頑張れ!!!!すばる。

あと丸。全然ちっぽけなんかじゃないよ。

エイトからホントにパワーたくさんもらってるし、

そのパワーをまひるは人を大切にすることに使いたい。

そうやって小さなことからコツコツとファンのみんなが出来たら

平和に貢献出来るとまひるは信じています。

丸ちゃんの笑顔があればきっと大丈夫。

横山兄さん、無事ですか??来週期待してます。
ってこの期待が重いのかな??

亮ちゃん。

まひるは最近活字離れをしてるので「ダ・ヴィンチ・コード」を

知りませんでした。

ゴメンナサイ。

でも亮ちゃんの活字中毒には驚かされました。

まひるは以前にあることで亮ちゃんは凄いダメ男か

めちゃくちゃ器の大きな男のどちらかとかなり失礼な発言を

したことがあるんですが

亮ちゃんはやっぱりめちゃくちゃ器の大きな男だと思います。



そんないつも前向きで勉強家な亮ちゃんを尊敬しています。

うっちー。

ムー大陸って昔雑誌が発売されてたような。

なんか弟が買ってた気がする。(笑)
そのぐらいしかわかりません。＞Ａ＜;
ゴメンね。うっちー。

ヒナちゃん。

クランクアップお疲れ様です。

またフットサル、忠義も誘ってあげてください。

サッカーヲタのヒナちゃん嫌いじゃないですよ。

章大。

相変わらず丸と仲良しですね。

でもまひるの想像ですけどきっと章大と丸の中でも

確執みたいな時期があったんじゃないかなぁって思うんですよ。

でもそれを乗り越えて今があるんじゃないかって思います。

章ちゃん、すばるのことも支えてあげてくださいね。

忠義。

忠義はホント誰とでも仲良くてたまにエイトメンに

ジェラシーを感じます。(笑)
でもこれからもエイトの和み担当でみんなを癒やしてあげてください。

忠義の文章はホント大好き。

いつも感心させられるし、笑わせてもらってます。

エイトのみんなありがとう。

毎回奥深い考え深い内容で勉強になります。

これからもまひるの支えになること間違いないと思います。

エイトに出会えて良かった[:ラブ:]



2005.06.10 Fri 寝ます!!!!(笑)

眠い!!!!
今日は寝過ぎで満載に

眠いボケボケの大倉担まひるです。

軽く毒舌入ったりする

大倉担まひるです。

あ。でも基本的に自担に甘いです。(笑)

つーか今日頭が働いてないので何書いたら

いいんだろー。(笑)

あ。そうだ。

検索でここにたどり着いた方、

まひるのもう1コのブログがリンクに貼ってあるんでそちらも
よろしくお願いします。一応両方更新頑張ってます。

なんかでもこっちの方が内容濃いかも。

別に区別してるわけじゃないけど

こっちの方が長い文章書けるからかな。

あ。そうだ。

なんか少クラでミスターXは誰だのコーナーあったじゃん。
あれ、大概自分のファンは避けてインタビューするでしょ??
でも忠義はあえて自分のファンにいったね。(笑)
ちょっとジェラったけど忠義優しいなぁって思った。

まひるだったら卒倒してますわ。(笑)
ま、有り得ないんですけどね。(笑)
妄想ぐらい好きにさせて!!!!(笑)

あ、今日宣伝ばっかなんですけど

友達、相リン常に募集中なんで気軽にコメント、メールください。

同担も大歓迎です。

じゃ、そろそろ寝ます。

ほなね。



2005.06.12 Sun 性欲と食欲。

最近ちょっと痩せたまひるです。

なんかでもね、原因不明の食欲なしっ子なの。

いつからだろ??
2ヶ月ぐらい前からかなぁ。
相方に忠義級に食べるのが大好きなまひる

じゃなきゃらしくない

って言われました。

最近体重計ってないからわからないけど

3キロ〜5キロは落ちてると思う。
今日1日で食べた物、バナナ1本、つくね1本、
ソウメン以上。

毎日こんな感じ。

前ならそれが1食って感じだったのに。(笑)
オイオイ無事かよー!!!!
なんからしくない。

忠義っ子のまひるが!!!!(笑)
なんかオカンに病気じゃないならいいけど

って言われた。

でも体調は全然普通。

しんどくないし。

でも忠義見るとちょっとお腹減るんだけど。

なんか性欲と食欲は一緒らしいよ。(笑)
じゃ、忠義って···｡（笑

ﾉｰｺﾒで。

で、昨日相方にメールしてなかったから

今日メールした。

絶対メールしないと

気持ち悪いねん。(笑)
お前ら付き合ってるんか!!!!
って感じです。

じゃ、明日早いから

寝ます。



おやすみまん。



2005.06.12 Sun まひるのﾎﾟﾘｼｰ。

おつかめー。

つーかﾎﾝﾄにおつかめだよ。

足の裏と太ももに湿布貼ったら気持ちえぇーのー。（笑

もうすでに眠いし。（笑

しかも日記書いたら消えるし。（撲殺

あ。今日はねぇ、さすがに仕事終わってから

ご飯らしいご飯食べたの。

ちなみに冷やし中華。

あとまひるの大好きな焼き鳥とｷﾑﾁ。（満足

今日、ご飯食べなかったら明日確実に死んでるよ。（ｱｰﾒﾝ

相方の空たん（＠章大）にもご飯食べろ言われてますし。

空たんの言うことには素直に従うらしい。（笑

暴れん坊将軍のくせに!!!!!（笑

つーかエイトメン見たいなぁー。

もちろん生で!!!!!!
なんかまひるの限界って１ヶ月ぐらいらしいよ。

なんだかんだとあっちゅー間にじゃがいもの会から

１ヶ月経とうとしています。

そんな１ヶ月の間にもエイトメンは成長してるんですよ。

なんかそうゆうの考えると自分に対してじれったいってゆーか。

まひるは成長出来てるんでしょうか???
あ。でもね、もっそい凹んだ１週間があって

その時に空とちょっともめたのね。

で、いろいろお互いの気持ちをぶつけあって

解決したんだけどそれはちょっとした

まひるの成長だったんじゃないでしょうか。

あ。で、まひるは自分だけの気持ちを押し付けるだけの

ﾌｧﾝになりたくないんですよ。

やっぱそりゃ忠義のことは大好きだし、

自分の気持ちを優先的に考えてしまうこともあるかも

しれない。

でもそれじゃあ、ﾀﾞﾒだと思うんです。



やっぱ忠義とﾌｧﾝとがお互いに支えあって一緒に

頑張っていかなきゃﾀﾞﾒだと思うんです。

だからエイトメンへの気持ちはﾌｧﾝﾚを書くとか

ﾗｼﾞｵ局、有線にﾘｸｴｽﾄ出すとか舞台、ｺﾝに行って

応援するとか人それぞれだと思うんですけど

そーゆう地道なことをｺﾂｺﾂと続けていけたらいいなーって

思います。

忠義からの気持ちはＴＶ、雑誌、舞台、ｺﾝなどで

受け取っていきたいと思ってます。

あとﾏﾅｰ面にしてもそうですよね。

ｺﾝｻｰﾄ会場、舞台、ｲﾍﾞﾝﾄなどの会場で

他の人に迷惑にならないようなﾏﾅｰは大切だと思います。

それがまひるのﾎﾟﾘｼｰです。



2005.06.13 Mon 大倉家の子供の育て方。

えー。

本を読むことが大好きなのですが

最近忙しい上にお金もなくあまり本も読んでないですね。

特に好きなのがﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝもの、心理学、宗教の本。

自分的には宗教に頼るってつもりは

全くなく、ただこうゆう考えもあるんだなぁーって

言うのが知りたいだけ。

何かに頼って生きていくつもりはないです。

って言うとちょっと語弊があるかもしれないんですけど

エイトメンに頼ってるじゃーん。とか

思うかもしれないけど

エイトとはﾄﾝﾄﾝの関係でいるつもりです。

忠義だけにすがって生きていくつもりはないです。

持ちつ持たれつの関係が１番かなって思ってます。

って昨日も似たような話をしたような。（笑

あ。でもｼﾞｬﾆの方で創○学○の方多いですよね。

うちは全然仏教なんですけど。（笑

で、「ｱﾒﾘｶｲﾝﾃﾞｨｱﾝの教え」って言う本がありまして

その中でいくつかあげると

「心が寛大な人の中で育った子は我慢強くなります」

「ほめられる中で育った子はいつも感謝することを知ります」

「思いやりのある中で育った子は信仰心を持ちます」

「仲間の愛の中で育った子は世界に愛をみつけます」

「人に認めてもらえる中で育った子は自分を大事にします」

「はげましを受けて育った子は自信を持ちます」

「公明正大な中で育った子は正義心を持ちます」

って言うのが章のﾀｲﾄﾙにあって

なんか忠義が結構あてはまってるような気がするんですよね。

だから大倉家の子供の育て方って結構いいなーって

思うんですよ。

やっぱ子供を見てると親の育て方が

分かるじゃない？？？

最近ﾎﾝﾄｱﾎな子とか多いから親のしつけがなってない

んだなーとかよく思います。（ってまひるもﾊﾞﾊﾞｧだな）



でもﾎﾝﾄ自担ﾊﾞｶと言われてしまえばそれまでだけど

忠義はﾎﾝﾄ素直にまっすぐに育っている人だし、

まひるはそんな忠義が大好きですね。

忠義の両親はﾎﾝﾄに尊敬しています。

あれだけの家庭を築いた人ですし、

半端ないと思います。

ﾎﾝﾄうちの親にも忠義のお父さんの話を聞かせてあげたい

ぐらいですよ。

でもまひるもやっぱ自分の両親や兄弟は尊敬してますし、

まひるは福原家に生まれて良かったと思ってます。

ｺﾒﾚｽ

空（＠章大）

空（＠章大）

はい。やっと昨日から少しづつご飯らしい

ご飯が食べれています。

だよねー。まひるがﾃﾞｻﾞｰﾄも十分に食べる人なのに

食事もﾛｸﾛｸ食べてないとかあり得ませんから!!!!!

ﾎﾝﾄ、日々成長だよね。

育った環境とかでもだいぶ違うと思うけど

その後どう生きていくかにもよって変わってくるし、

たぶんまひると空の育った環境は似てるんだろうね。

だから基本理念が一緒っていうか。



2005.06.14 Tue 本が読みたい。

さて、本日お休みでしてさっき買い物に行って

雑誌とノートを購入。

雑誌は仁ちゃんがカッコ良かったので買ってもうた。

My BirthdayとMAQUIA。明日はTVぴあ買わないとね。

で、ノート。

もちろんエイト連載を書き写すために買ったんだけど

さっき第一回目のすばるのやつ書いてもう飽きた。(笑)
タイトルに内博貴って書いて終了。(笑)
どんだけ飽きっぽいんだよ!!!!
あー。もっと早くに始めりゃ良かった。

8×4って。(笑)
死ぬな。(遠い目)
とりあえず目標は明日中に初回を書き写すこと。

頑張れ。まひりゅ。

つーかつーか今日ギモンじゃーん。

最近結構好き。

最初つまらなくて爆睡してたけど

最近はちゃんとオンタイムで見てる。

でもまひる的ピークは

裏ザニのパパラッチかな。

あれはマジ面白かった。逃げる錦戸に萌え〜。

ピロキとか超可愛いし。

安田章大って言うオチもついてたことだし。

つーか今携帯からピコピコやってるんですが

オチって打ったらまひるの携帯、

ご丁寧に「おちんちん」とか出て来ましたけど。(笑)
そんな文字二度と打つことないから出さなくていいです。(笑)

あ。そうそう、前夜祭の当落確認したら追加が当たってました。

あとは相方の空(@章大)の確認聞いてどうするか決めなきゃ。
出来れば全ステしたいわけで。

でもお金マジでなくて



ヤバい。

なんでこんなにお金ないわけ??
おっしーのアルバムも今日入荷だしさ。

読みたい本もたくさんあるしさ。

誰か恵んでー!!!!(笑)
とりあえずブックオフ行き決定だね。

なんかホント活字読まないとアホになる気がする。

やっぱ今のまひるがそうなんだけど表現力が乏しくなる。

それはやっぱ痛いよ。

もっともっと勉強して表現力身につけていかないと

アカンなぁとか思います。

学生は勉強ちゃんとしてるから結構いろいろ考えてるなぁとか

思うんですよ。

でも学生卒業したら自分で勉強する努力をしないとダメ。

はぁ。今のまひるには課題が多すぎるよ。

とりあえず今からエイトの連載を

ノートに写す続きをやります。

あ。そだ。

今日本屋で「ムー」って雑誌発見。

たぶん昔弟が買ってた不思議ちゃん系の話が

満載の本。

たぶんピロキも読んでるんだろうな。(笑)

ほなまたー。



2005.06.15 Wed ﾚｲﾌﾞﾙ再ﾗﾝｸｲﾝに向けて。

昨日、昔のパンフとか見てたんですわ。

そしたら2000年の冬コンのパンフ!!!!(笑)
たつよし人が違うの!!!!(笑)
15歳のはずなのに今より大人顔だし、すっごい痩せてる!!!!
ホッペにエサ袋なんてついてないし!!!!(笑)
まひるは当時その隣に写ってる方の担当だったんだけど

当時のたつよし見ても全然萌え萌えしないの。

いやー、たつよしは今のガップリいってる方が可愛くて好きだわ。

今のほんわかムードのたつよしが好き。

でもね、たぶんあのパンフだけ特殊メイク入ってたと思うわ〜。(笑)
2000年の春とかは普通にボンって感じだったし。
たつよしさん、どうしてあのパンフだけあんなんなんですか??
パンフ持ってる人は見て!!!!
絶対たつよし病気だわ。(笑)
あとKYO TO KYOのパンフも探してたんだけど
どこかにしまい忘れたみたいで古い方のパンフしか見つからなかった。

つーかKYO TO KYOの古い方っていつ??って話。(笑)
当時は相葉担の北○純○萌え〜でした。(笑)
ちょっと前まで携帯のメアド北○純○くん絡みだったし。

友達になんでキ○くんなの??って聞かれたし。(笑)
まひるの永遠のアイドルだからですよ!!!!(笑)
今はちょっとひくんですけど。(笑)

で、話変わって友達からチェンメが廻ってきたんで

詳細を書きますと

この梅雨の時期に大阪レイニーブルースを

再ランクインさせようって言う企画で

6月21日〜27日の間にレイブルのCDを買おうって言うことらしいです。
まひるも良い企画だと思うので乗った!!!!
そんなわけでこれを見てる方、たくさんの友達にこれを広めてください。

で、協力お願いします。

エイトメンの喜ぶ顔が見たいじゃん!!!!
小さなことからコツコツとですよ。

皆さん頑張りましょう。



つーかKAT-TUN連載の仁ちゃん。手抜きし過ぎ。
でも仁ちゃんが気の利いたこと書いてても

ちょっと笑っちゃうんだけどね。(笑)
今日もアネゴ見て萌え萌えしよー。

ほなおつー。



2005.06.16 Thu 萌えた〜ぁ。

萌えた[:ラブ:]萌えた[:ラブ:]
黒沢明彦に萌えた[:ラブ:]
アネゴんちでの会話、

プロポーズしてアネゴの返事待っててアネゴが

寝ちゃって肩にもたれかかられた時の

満載の笑顔!!!!

マジかばえぇー。

赤西仁、あんた最高だよ!!!!
来週最終回とかカナスィ[:汗:]
夏場は絶対ピロキと亮ちゃんに萌え〜ってなる自信120%。
あー。結局まひるはヲタですよー。

認めます。

誰がなんと言おうとヲタです。

あ。そういや、エイトのドラマ「約束」が全国放送になるって話を

聞いたんだけどマジですか???

どーよ!!!!どーよ!!!!
どうなのよ。カンテーレ!!!!
カンテーレに問い合わせてみよー。

マジだったら嬉しいなぁ。

やっぱエイトには全国で活躍してホスィもん。

で、全国放送じゃなかったら要望を出してみるよ。

なんか最近のまひるさん、積極的じゃないですか??(笑)

たーつーよーしが大好きだからーぁ[:ラブ:][:ラブ:][:ラブ:]
(キモイ)

プクプクのたつよしが大好きだからーぁ[:ラブ:][:ラブ:][:ラブ:]
（しつけーよ）

ほなおつー。



2005.06.16 Thu 忠義の笑顔。

おちかれー。

つーか先輩に関西人の人がいるんだけど

その先輩に「福原さんってオモロイなぁ。」とか言われて

めっちゃ嬉しいまひるです。

何って関西人にオモロイって誉められるのは

最高の賛美じゃないですかー。

だから素直に嬉しい。

別に面白いこと言おうと思って言ってるわけでもないんですが。(笑)
ただの様子のおかしな人なだけ。(笑)

つーかさっき仕事から帰ってきたばっかなので

エイトの連載忠義しか読んでないです。

ピロキのこと満載に書いてありましたね。

あと自分のことになるとしどろもどろな忠義。(笑)
あ。でも分かる!!!!
自分のことって書くの難しいよね。

まひるもO型なので結構似てるなーって思う部分多いかな。
まひるもテンションの高い時と低い時の

気まぐれなとことかあるし、人見知りするし。

あー。後どうなんだろ??
人を好きになりにくい。

これはよく分からないなー。

受け入れるのに時間がかかるってのはあるけど。

つーか基本的にスロースターターなんですよ。(笑)
1日の始まりから寝起き悪いし、もっそいテンション低いし、
エンジンかかるの夕方からですよ!!!!(笑)
子供の頃からスロースターターでしたね。(笑)
でも恋に関しては直感型ってゆーか

割とビビっと感じる物がありますね。

忠義に関してはよく分からないんですよ。(笑)
5年ぐらい前から相方とたっちょんだのマーシーだの言ってたんで。
結局いつからホントに好きになったのかは

自分でも分からないんですよ。

自分の忠義への想いを押し殺していて

でもやっぱり我慢出来ないって思ったのは握手会の時。



マジ忠義の笑顔にやられた。(笑)
一生ついてくって決めたのはその時。

今でもその時の笑顔は忘れない。

やっぱり笑ってる忠義が1番好き[:ラブ:]



2005.06.17 Fri 連載、泣いた。

えー。やっと今日のエイトの連載を全員読んだので

ｺﾒﾝﾄしようと思います。

つーかさせてくれ!!!!!
一言言わせてー!!!!!

★すばる★

心機一転で頑張れてるみたいですごく良かったと思います。

で、北海道のことなんですが

お祭りとかの踊りってね、うまいとか下手とかそうゆうんじゃ

ないと思うんですよー。

なんか内面から出るﾘｽﾞﾑっていうかうまく言えないんですけど

そんな感じだと思うんです。

まひるはﾗﾃﾝ系の音楽とか好きだった時期があって

ﾊﾞﾘ島とかも行ったことあるんですけど

ﾎﾝﾄ良いです。

たぶんすばるもそうゆうのを感じたんだと思います。

あとﾄﾞﾗﾏ、ﾌﾟﾗﾄﾆｯｸ・ｾｯｸｽはﾋﾞﾃﾞｵに録りましたねー。

だから今でも家にあるんですけど

あれはなんかすばるだから出来るってゆー感じがしました。

エイトメンとのﾄﾞﾗﾏも良かったみたいで

放送が楽しみです。

やっぱ関西ﾛｰｶﾙなんですね[:汗:]
でもとりあえず関西ﾃﾚﾋﾞさんの方に明日要望の方を

伝えたいと思ってます。

★ﾋﾟﾛｷ★

ﾏｼﾞ、すき焼きうまそうだった!!!!
なんか日焼けしたﾋﾟﾛｷとか想像できないんですけど。

でもそんなﾋﾟﾛｷも見てみたいまひるなのでした。

★亮ちゃん★

いいなー。

この子猫ちゃんって言う入りが好き。

うーん。で、思うんですけど

人間いろいろなことを経験してしまうと欲求とかすごく



多くなってしまうと思うんですよー。

結局あれもしたいこれもしたいってゆーか。

でもまひるは子供の時の気持ちを忘れない大人になりたいです。

つーかﾎﾝﾄに子供みたいなんですけどね。（笑

漫画ｦﾀだし、音楽ｦﾀだし、

まぁ、挙げるとｷﾘがないんですが

子供の頃の気持ちは忘れてないですねー。

それに亮ちゃんの言う通り、幸せなんて足元にｺﾞﾛｺﾞﾛ転がってて

それを自分の物にするか気がつかず棒にふるか

人それぞれだと思います。

でもまひるも人に対して広い心で接したいと思うし、

周りを見る余裕とかも必要だと思います。

まひるは亮ちゃんの考えは立派だと思います。

★丸ちゃん★

なんか入り方はいつもの丸ちゃんだったんだけど

今回は泣かされたよー。

まひるももちろん戦後の生まれで戦争のこととかよく知らないで

育ってきました。

戦争の映画とかﾄﾞﾗﾏとかも今までたくさん見てきたんですけど

今回は大好きなエイトが演じる特攻隊員のこと

ﾎﾝﾄ深く考えさせられた。

お国のため、家族を守るために自分の命を犠牲にする。

ﾎﾝﾄなかなか出来ることじゃないと思います。

でもそれを成し遂げた特攻隊員の方達のおかげで

今のまひる達の平和な日本があるんだとまひるも思います。

でもやっぱり戦争はｲﾔです。

もう２度と繰り返して欲しくない。

今こうしてる間にも戦争をやってる国があるわけで

早く世界の平和が取り戻せるといいなーと思います。

そして丸ちゃん、お菊さんの舞台を観に行ったそうで。（笑

やっぱお芝居に携わってるお仕事をしてるので

たくさんのお芝居を観てたくさんの刺激を受けて

これからの丸ちゃんに、エイトに生かして欲しいなって思います。

★章大★

さすが章大。ちゃんとおうちにお土産忘れないんですね[:グッド:]



章ちゃんが見せてくれた空すごく綺麗でした。

まひるも最近すごく空が紫色に染まってる時を見て

なんか日本って平和だなーって感じました。

★忠義★

つーか今週のこの人って絵誰が描いたん???
忠義???
なんか似てた。（笑

そんなこと言うと全国のﾋﾟﾛｷ担に怒られるかも

しれないけど似てたってばよー。

裏ｳｯﾃｨｰとか微妙に気になるんですが。

丸を連れて裏ｳｯﾃｨｰに会いに行きたいです。（笑

あー。でも忠義の女の子の目を見れないってゆーの

なんか分かる気がする。

慣れてきたら絶対見つめちゃうﾀｲﾌﾟなんだろーな。（笑

はい。すいません。妄想入りました。

まひるはちゃんと良い子にして待ってますよー。

ＭＹ　ＡＮＧＥＬ[:ハート:][:ハート:]
なんてまた甘甘ﾓｰﾄﾞですか???
またそんな忠義にだまされつつこれからも応援していきます。（笑

★ヒナちゃん★

ｻｯｶｰの話始まるとヒナちゃん止まらないですなー。

そんなヒナちゃんがやっぱ可愛いんですよ。

で、それに絡んでﾌｧﾝの子の気持ちを少しでも理解してくれている

ヒナちゃんが素敵だと思います。

人を応援する気持ち。みんなの声。

ヒナちゃんに理解してもらえて嬉しいです。

これからもヨロシクお願いします。

★ヨコ★

横山さん、何も浮かばないんですかー???（笑
しかも２週も続けてですよー。

ﾌｧﾝのみなさん、ヨコの言葉待ってますよー。

何か最近あったこと。

小さな頃の事件などなんでもいいんで書いてくれると

嬉しいなー。



ﾎﾝﾄエイトメンは深いとこまで考えていてすごいなーって

思います。

毎回毎回すごく刺激を受けることがたくさんあって

毎週楽しみで仕方がないですねー。

ﾎﾝﾄエイトメンに成長させられてるゆーのが

自分でも実感できますね。

じゃ、長くなったのでこの辺で。



2005.06.17 Fri コンタクトして〜。

今日のまひる。12時間爆睡。
途中何度か起きたけど全然頭冴えてこなくて結局寝た。

で、とりあえずシャワーして少し目が覚めたけどね。

でもたぶん今日はまた寝てしまうと思われ。(笑)
そんなわけで起きてるうちにブログ更新させようと思いまして。

って全然書くこと決めてないんですが。(笑)
頭が働かない。

アホ丸出しやな。(笑)
とか言って悩むこと1時間。
ほら、眠くなってきたー。

終わってるな福原まひる。(笑)

ところで忠義は普段コンタクトをしてるのかなぁ??
なんか前に雑誌で1番上の大きいやつも見えないって言ってたよね??
あれ見えないと0.1ないんだけど
ステージの上では目が乾くからコンタクトはしないって言ってた。

お願いですからコンタクトだけはして〜。

まひるも0.1ない人だからどんだけ見えないのかは分かるけど
コンタクトしないとホント見えないよ。

危ないし、うちわも見えなかったら悲しいやん。

章大はちゃんとコンタクトしてることだし、

忠義もコンタクトよろしく〜。(笑)

そう言えば、大倉家では家族揃ってご飯とか割とあるのかなぁ??
ちなみにうちはあんまりないんだよね。

まひるの仕事が遅いからって言うのとオトンが営業で家にいないから。

だから今日久々に家族揃ってご飯食べました。

でもホントならおじいちゃんもいるはずなんだけど

痴呆でしかもほとんど何もわからず何も感じずの状態で入院してるの。

なんか見るのも切なくてさ。

今度のお休みにおじいちゃんの爪を切りに

病院にお見舞いに行く予定。

今日オトンが病院に行ったら爪が伸びてたんだって。

凄い優しいおじいちゃんでさ、いつもニコニコしてた。



でも痴呆が進んでからは怒ってばっかりで。

悲しいよね。

で、話脱線したんだけどやっぱ家族揃ってご飯食べる時間って

大切だと思うのね。

今日何があったとかこれからどうしたいとか

家族で話す機会ってそうゆう時しかないじゃん。

ピロキとかは家族で過ごす時間大切にしてるでしょ??
だから大倉家はどうなのかなぁ??って気になってみた。
でもお母さんにはいろいろ話すっぽいよね??
失恋した時もお母さんに話して号泣したぐらいだし。

そうゆうのは大切だと思う。

なんでも話せる家族って大切だよね。

ｺﾒﾚｽ

なつやさん なつやさん

初めまして。

こんばんわ。

ﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってありがとうございます。

しかもｺﾒﾝﾄまで残していただいて

めっちゃ嬉しいです。

やっぱ書いてて反応とかどうなのかなぁとか

心配なんですよ[:汗:]
だからｺﾒﾝﾄとかしていただけると

ﾎﾝﾄ励みになります。

ちなみになつやさんって誰担さんですか???
やっぱエイトですか???

あ。ﾚｲﾌﾞﾙ再ﾗﾝｸｲﾝの企画乗っていただけるんですか???
すごく嬉しいです。

やっぱﾖｺとかが出す時期間違えたみたいな発言してる

みたいなんでやっぱ梅雨のこの時期に

ﾚｲﾌﾞﾙを再ﾗﾝｸｲﾝさせたいですよね。

で、エイトメンの喜ぶ顔がみたいです。



再ﾗﾝｸｲﾝしたらまた何か番組とか出てくれるかも

しれないし。

応援頑張っていきましょうね。

これからもヨロシクお願いします。



2005.06.18 Sat シゲたん。

やっべー。

自分のパソ、HDDが壊れてて使えないんだけど
今日部屋で寝ぼけて転んで本体の一部が

曲がってしまいました。最悪です。

これ直るのかなぁ??
新しいやつ買った方が早いとか言われそう。

ホントついてないよ。

ぶつけた膝は痛いし。

後でDELLパソサイト見てきまーす。
そろそろ自分のパソなんとかしないと

厳しいし。

凹んだ。めっさ凹んだ。

あー。でも修理して使いたいんだよなー。

ばぁちゃんからの最後のプレゼントだから。

頑張って働こう。

つーかNEWSの「High TEN!」のシゲたんのソロに
絶対反応してしまうのは病気ですか??(笑)
歌もダンスも微妙ですが好きなんですよ!!!!
なんだっけ??
ハセと東新とシゲで出てたドラマ録画してましたが何か??
3人でMJ??少クラ??で歌ってるのもガン見しましたが何か??
もうそれがどうしょもないぐらいシゲたん踊れてないのよ。(笑)
そんなシゲたんでもショップの写真買っちゃったぐらい

萌えてたんです。

あ。しかも山久の写真も持ってる。

とりあえず亀ちゃんの写真はかめち(@亀梨)に
送ったんだけど

届いたかなぁ??
金八の頃の写真なんだけどめたんこ可愛いの!!!!
まひるってどんだけ萌え萌えしてんねん!!!!
って話。

つーか今めたんこ眠いのでそろそろ寝ます。

明日早いからね。



ｺﾒﾚｽ

なつやさん

なつやさん

こんばんわー。

どうもどうも。(^。^ゞ
あ。なつやさんも大倉担ですか???
なんか嬉しいなー。

まひる、結構同担の人と仲良くしたい派なんで。

まひるも気がついたら大倉担でしたねー。

そうですよねー。

再ﾗﾝｸｲﾝとかしてくれたらＭｽﾃとかにも出るﾁｬﾝｽは

あると思うんですよー。

だからぜひぜひ頑張りましょう。

ってＣＤ１枚買うことだけしか出来ないんですけどね。

ですよねー。

梅雨の時期のこの歌をﾗﾝｸｲﾝさせたいですよね。

やっぱ雨絡みの歌だし。

まひるの相方もそうですよ。

両親とではなくおばあちゃんと暮らしています。

おばあちゃんが痴呆になってしまったので

一人にしておけないっていう事情からなんですけど。

そんなまひる一家も実は家族で東京で暮らしてたんですが

祖父母の事情で山梨に引っ越してきました。

家族みんなでご飯食べることって年々少なくなって

いきますよね。

そうなんですよ。

そうすると家族とちょっと溝みたいなのが

出来てしまうんですよねー。

だからまひるは家族でご飯食べる時間を大切に

したいと思ってます。



なかなか作れない時間なんですけどね。

でも大切な時間ですよね。



2005.06.19 Sun セクスィー忠義。

今日、ヒナ、すばる、丸、章大、忠義が

青劇で坂本兄さんの舞台観劇したようで。

いいな〜。

まひるも生たつよしが見たいんだよー。

休憩中に友達からメール来てヤベーと思ってん。

軽く目眩おこしたもん。(笑)
そんな坂本兄さんの舞台など頭にないですもん。

しかも青劇!!!!
で、本日中に大阪に帰ったらしいです。

お疲れ様です。

つーか疲れた。

今日、かき氷買って帰ってくれば良かったな〜。

コンビニに寄る余裕もなかったよ。

なんかまひるの食欲不信って夏バテかなぁ。

冷たいものは食べれるもん。

つーか夏バテ知らずのまひるがあり得ないけどね。

つーかまひるの部屋に去年のドリボのエイトポスター

貼ってあるんだけどヒナ、横の髪型。

まひるは今の方が好き。丸は去年のビジュがかっこよすぎ!!!!(笑)
マジ惚れんべ??(笑)
忠義は結局髪型、去年に戻ってる。(笑)
すばると章大も今の方が好き。

忠義はなんでもあり!!!!(笑)
長いのも短いのもあり。でも個人的には長い方が好き。

セクスィーな感じがするから!!!!(笑)
忠義ってセクスィーだよね??
なんかドリボで上に羽織ってるパーカーが

たまにずり落ちて肩出し状態になるんだけど

そんなんで萌えてましたもん。(アホや)

ほなおつー。



2005.06.20 Mon 大倉忠義個人的想い。

つーかあっついよ。

パソしてて普通にギッシュ。

火曜日お休みで病院行ってほぼ1日が終了だね。
なんか最近相方の空(@章大)とも遊んでないし。
でも夏、大阪に行ったら絶対行きたい食べ物やさん発見!!!!
明日、会社の先輩(関西人)にお店のこと聞いてみよー。
大阪のいろんなお店に行ってみたい。

ドリボの時はなんばPARKSに行ったのね。
あそこって意外と盲点。

いっぱいお店あるのにそんなにたくさん人いるわけでもないの。

どぼぢで??
関西人の方教えてください。

なんか会社の先輩に聞いたらあの辺りは

昔、南海ホークスって野球チームがあった場所とか??
あってます??(笑)
まひる、野球詳しくないからチーム名しか知らないんだけど。＞Ａ＜;

あー!!!!!
いつからだろ。

大倉忠義を一人の男として見るようになったのって。

なんか完璧恋愛感情入ってるよ〜ぉ。

ヤバいな。ヤバいな。

って思えば思う程ドツボにハマる。

皆さんは自担のことどう考えてます??
オヒマな人は自担についてコメントよろしく。

あ。そうそう、今までこっちのブログって

相リン先とか全然探してなくて放置だったんだけど

もう1コのブログの方がリンク貼れなくなったので
今度から新しいリンクはこっちに貼っていく予定です。

相リン募集中なので
エイト担に限らずジャンジャンお誘いください。

ほなおつー。



2005.06.20 Mon 音楽ヲタ。

音楽の趣味が逝っちゃってると言われた大倉担まひるです。

そうかぁ??
まだ最近は普通なんだけどさ。

一時期かなりヲタってた。(笑)
フェラ・クティとかカーティス・メイフィールドとか

かなりハマったし。

つーか今日仕事しながら先輩とスカパラの話してて

カッコいいですよねみたく言ってたんだけど

そしたらスマスマのゲストがスカパラだった[:ラブ:]
めっさガン見!!!!(笑)
まひるも茂木さんはフィッシュマンズの頃から好き!!!!
って音楽の話すると止まらないのでこの辺で。

ところで何かに夢中になってる人ってステキだよね。

仕事にしろ、趣味にしろ、恋愛にしろ一生懸命な人って

輝いてると思う。

忠義とか最初は小学生だったわけでしょ??
なんかステキだなって思うよ。

そんなとびっきりな大倉忠義が大好きです。

つーかNEWSのバレーの番組録画するの忘れた。
とりあえず毎日見ることにはしたけど。(笑)
出たー!!!!
加藤成亮!!!!
シゲたん。カッコいい!!!!
山久のピンクTに萌えた。
あーゆうピンクが似合う人ってカッコいいよね。

忠義も着てたけど。(笑
遠回しに忠義を褒めてるらしい。(笑)

なんか今日面白いこと何も浮かばないので

ほなおつー。

ｺﾒﾚｽ



歩美さん（＠ﾋﾟﾛｷ）

杏さん（＠亮ちゃん）

歩美さん（＠ﾋﾟﾛｷ）

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

了解しました。

そうですね。

もう少し交流深めてから改めて相ﾘﾝの方

お願いに伺いますね。

まひるもあんまり内担の友達とかいないんで

ぜひ歩美さんと仲良くしていけたらいいなー

って思ってます。

これからﾖﾛｼｸお願いします。

後で伺いますね。

杏さん（＠亮ちゃん）

早速のお返事ありがとうございます。

じゃ、こちらの方にﾘﾝｸ貼らせていただきますねー。

ちなみにﾘﾝｸはＲＥＣＯＭＥＮＤなどの下の方にあります。

たくさん紹介してるので

ちょっと下の方になってしまってゴメンなさいね。

あとまひるのことは呼びﾀﾒ全然ＯＫなので

仲良くしてください。

また後で伺います。



2005.06.21 Tue 感謝=∞

今日は昼間から病院に行ってました。

ま、どこが悪いかと言うと過呼吸って言う病気なんですよ。

堂本剛くんとかも同じ病気ですね。

最近のまひるは特に発作を起こすこともなく

平穏に暮らしています。

結局この病気って人と人との接触で

ストレスやプレッシャーを感じたりして発作起こすんですよ。

まひるは今たくさんの人達に囲まれて生活しています。

相方、友達、ON友、家族、職場の先輩。
みんなまひるのことを大切にしてくれる。

その期待を裏切ってはいけないと思う。

そりゃ、時にはストレス感じることだってあるよ。

だから今の病気抱えてるわけだし。

でも病気に甘えてては

いけないと思う。

積極的に周りの人の力になれるような人間でありたい。

それがまひるに出来るせめてもの感謝の気持ちだから。

やっぱ感謝=∞なのですよ。(笑)
いや、ホントに。

あ。そうそう、本日も言っちゃいましょー。

梅雨のこの時期に

関ジャニ∞の
「大阪レイニーブルース」を

再ランクインさせようって企画がありまして

21日〜27日の間にレイブルのCDを
みんなで買おうってことです。
これにはたくさんの方の協力が必要です。

まひるも今日2枚買ってきました。
皆さん協力してください。

このことがきっかけで1本でも多く番組に出れたらいいなぁ
って思ってます。

そして何よりエイトメンの喜ぶ顔が見たいじゃないですか。



ご協力お願いします。

エイト担じゃなくてCDまだ買ってないって人も
この機会に買ってみてください。

よろしくお願いします。

つぉーっ!!!!
またもうすぐエイトの連載更新されるじゃん。

ノートに写さなきゃ。

自分のパソがあればパソに打ち込んでプリントするのに。(涙)
とりあえずパソは夏以降を予定してます。

待ってろよー!!!!
パソコンちゃん!!!!

あ。あと大阪の少クラの感想とかガンガンに

NHKさんに送りませんか??
そしたらまた大阪でやってくれるかもしれないし。

関ジャニをもっともっとクローズアップしてもらいたいもん。

応援の形は人それぞれかもしれないけど

出来るだけ協力しあえる時は協力してやっていきたいし。

ってホント偉そうなこと言ってすみません。

なんかとにかくエイトにもっともっと有名になって欲しいんですよ。

内亮もどうしても一般の方から見たら

NEWSの内博貴と錦戸亮ってイメージじゃないですか??
そこをまひるはエイトの内博貴と錦戸亮にしたいんです。

無謀ですか??(笑)
NEWSも大好きだけどやっぱりまひるは普段萌え萌えしてる
山下智久、加藤成亮より錦戸亮、内博貴が大切なんです。

ホントエイト贔屓でゴメンなさい。

関ジャニ∞が大好きなんです!!!!

つーか7月4日放送のHEY3のNEWSが出る時、
ヒナヨコがゲストらしいじゃないですか。

マジウケるぅ〜。

絶対リピって見るよ。

またヒナヨコ暴走してないかなぁ??(笑)
めっさ楽しみ。



ほなおつー。

関ｼﾞｬﾆ∞出演ﾄﾞﾗﾏ「約束（仮）」全国放送化署名運動

ｺﾒﾚｽ

杏（＠亮ちゃん）

杏（＠亮ちゃん）

とりあえず今こっちのﾘﾝｸとか一切手をつけてなかったので

まだ杏だけになっちゃうけど

ﾘﾝｸ増やしていくつもりなのでしばらく寂しいけど

ｺﾞﾒﾝね。

つーかだんだんと「がんばっていきまっしょい」が始まる日が

近づいてきてるねー。

もっそい楽しみなんだよなー。

亮ちゃんのﾄﾞﾗﾏ出演とか久々に見るし。

ﾋﾟﾛｷもだけど。

なんかまひるがますます亮ちゃんとﾋﾟﾛｷにﾊﾏるに１２０％ですよ。

ちなみにてるてる家族は全くもって見ていなかった

薄情者のまひるでした。(・。・;; ヒヤアセ
だから今回は欠かさず見るよー。

http://osaka.cool.ne.jp/neverend8/syomei/top.html


2005.06.22 Wed 横山裕的ビジュ。

今日は頭が痛くて

ヤバいです。

たぶんパソで目が疲れてるからだと思う。

今日は程々にして早く寝ようと思います。

連休もあっという間で

また明日から仕事です。ホント忠義から一言いただきたい。

「がんばっていきまっしょい」と言ってもらいたい。

個人的に。(笑)

つーかもう1コのブログの方で今ちまたでまわってる
バトンが最近2コまわってきました。
全然自分のとこにまわってくるとは思ってなくて

他のサイトで見て「へぇ〜」なんて

思ってたらまんまとまわってきました。(笑)
あれ悩むなぁ。

思い入れのある曲とか5曲に留めるのがマジで悩む。
でもやっぱエイトの「Do you agree?」は必須でしょ??
忠義が初めてドラムで覚えた曲だから。

なんか当時の映像とかないかなぁ??
忠義のまだぎこちないドラマー姿がおがみたいんだけど。(笑)
今とかホントカッコいいですもん。

すっかりエイトのドラマーとして成長しました。

ちなみに今、まひるのパソの画像は

ドラムを叩いてる大倉忠義さんです。

たぶんクリパの頃のやつだと思う。

髪に金メッシュが入ってるから。

それがもうチームチンピラーズには堪らなくカッコいいんだ!!!!
極上の萌え〜ですよ!!!!(笑)
あー。また見たいなぁ。忠義の金メッシュ。

しかもちょっと髪長め。

つーか思ったんですけど忠義さん、顔パンパンじゃないですか??
ホスト顔の時の画像見たらめっちゃヤバかった。

あのビジュはさすがにヤバいですよ!!!!
大倉忠義さん!!!!
一時期の横山裕さんみたくなってますけど!!!!



ま、人のこと言えるビジュは

まひるもしてないんですが。(笑)
でも感謝=∞のジャケ写の横山裕さんにはびっくりしました。(笑)
プックプクですもん。(笑)
そういや内博貴が7キロ体重増えたとか聞いたんですが
元々もやしっこのピロキだから

たぶんそんなにびっくりするビジュにはなってないはず。

と思いたい。(笑)
どうなのよ!!!!
錦戸亮さん!!!!
エイトの皆さん!!!!

つーか結構前なんだけど相方の空(@章大)と話してて
いきなり「信五がさぁ〜。」って言った自分にびっくり!!!!(笑)
ヒナちゃんのこと信五なんて呼んだことないし。(笑)
ヒナちゃんはいつもヒナって呼んでます。

それが村上信五のフルネームでもなく

信五ですよ!!!!
マジ２人で爆笑しましたもん。

お前は彼女かよ!!!!
図々しいな。(笑)
ホント厚かましくてゴメンなさい。(笑)

で、話を戻すと忠義さん、

ビジュ回復よろしくお願いします。(笑)
ホッペのエサ袋はついてても全然OKですけどね。(笑)

ほなおつー。

ｺﾒﾚｽ

杏（＠亮）

杏（＠亮）

ｺﾒﾝﾄありがとー。

そう、まひるは過呼吸なんだ。

実は過呼吸歴長くてもう６〜７年ぐらいになるの。



最初はそんな病気の知識もなかったから

学校で急に倒れたりして家に帰ると治るんだけど

学校行くとまた呼吸が苦しくなってね。

で、しばらく学校に行かなかった時期がありました。

今は全然そうゆうこともないんだけど

たまに仕事から帰ってきてほっとした時に

過呼吸になったりします。

でも薬飲んでちょっと処置をすれば５分ぐらいで

治まるしね。

だよね。だよね。

内亮をエイトとしてﾒｼﾞｬｰにしたいって気持ち

たぶんエイト担なら誰しも思ってることだと思う。

まひるも全然ＮＥＷＳを否定してるとかじゃなくて

関西で苦労してきた分、関ジャニ∞として
ﾒｼﾞｬｰにしてあげたいのよ。

で、やっぱエイトすごく面白いし、

歌もﾀﾞﾝｽも楽器も全然他のｸﾞﾙｰﾌﾟに見劣りしてないし、

たくさんにエイトのことをもっともっと知ってもらいたい

ってゆーね。

エイトのﾒﾝﾊﾞｰ愛の強さっていうか結束力はﾎﾝﾄ半端じゃないと

思うし、そんなｸﾞﾙｰﾌﾟを大切にしていきたい、

応援していきたいと思ってます。



2005.06.23 Thu 赤西仁最高〜。

あー。アネゴと明彦微妙〜。

なんか一応前向きに終わってるけどさ。

いまいち納得のいってないまひるでした。

でも別れ際に明彦が手を振ってたでしょ??
もうその仕草に萌えた[:ラブ:]
やっぱり赤西仁、最後まで可愛かったよ!!!!
で、思った。

毎日せかせか余裕もなく生きてるようじゃダメだよね。

亮ちゃんも言ってたけど今日自分が何をすべきか

一つ一つのことをしっかりと

大切に見つめて生活することが重要だと思う。

つーかフィルフェスいつ行くか決めないと。

なんか予定ギッシリだよ。

7月末から8月末まで。
ホテル予約したり忙しいなぁ。

なんか城H近辺はもういっぱいらしくて。
まひる、こうゆう手配とかホント苦手。

いつも相方の空(@章大)に任せっきり。
悪いなぁと思いつつ

空たんは絶対アネゴタイプになると思うわ〜。

つーかそろそろ写真日記を更新したいなぁって思ってまして。

何にしようかなぁ。

近いうちに何か更新します。

じゃ、今日はこの辺で。おつー。



2005.06.23 Thu 太鼓です。(笑)

こんばんわ。

さっき帰ってきたばっかのまひるです。

疲れた〜。

つーかそんなわけでエイト連載、忠義だけ見ました。

忠義の相棒を見た〜。

つーか練習用のパッドってのは知ってたから

お店でカタログもらおうと思ってたんだけど

その前に忠義から公開されたんで

結構嬉しかったです。

早速待ち受け、丸のやつから忠義のやつに

変えました。(笑)
忠義からドラムの話が聞けて凄く嬉しかった。

まひるもドラムやるからすっごい言ってること分かるし。

まひるも某バンドのドラマーの方から

ドラム教えてもらってた時期があって凄く勉強になった。

テクニック的なことも教わったんだけど

その方はバンドにしてもダンスにしても

テクニックよりも体から湧き出るグルーヴを

大切にしなさいって言ってた。

最初はなんのことかわからなかったけど

今は分かる気がする。

テクニックもホントはいろいろ知ってた方が確かにいいんだよね。

なぜかって言ったら

忠義も言ってたけど表現の幅が広がるから。

自分がこんな感じの音出したい、

こんな感じのノリでやりたいって

思った時にテクニックがなかったら表現出来ないよね。

だからテクニックも確かに大事だとまひるは思う。

忠義もナオキさんと言う立派な方に教えてもらえて

ホントに良かったな〜と思います。

これからの忠義にとって大きな糧となることでしょう。

自己の練習も大切ですが時には人に教わり

それを自分のモノにすると言うことも大切だと思います。



ちなみにまひるは最初ドラムを始めた時は自己流で(笑)
手足をバラバラに動かすという行動が無理だったため

手だけずっと練習してました。

で、手がスムーズにいくようになったらバスドラを入れていって

それがなれたらハイハットを入れてって感じで練習しましたね。

それが正しいやり方なのかは知りませんが

まひるはそれを学校から帰ってきて6時間とか練習してましたね。(笑)
もうね、学校でシャーペンなんか持てないのよ。

腱鞘炎で。

腕プルプルしちゃって。(笑)
それからドラムは腕で叩くんじゃなくて

手首で叩くって学んだんですけどね。(笑)

ま、そんな感じでまひるもドラムについて語ってみました。

お粗末さまでしたー。(笑)

ほなおつー。

あ。そうだ。あと忠義が仕事が終わった後

地元の駅まで着いてくる子達がいて迷惑って言ってましたよね。

つーかあーゆう連載でそうゆうこと書くのって

ﾎﾝﾄよっぽどのことだと思うんですよ。

人の迷惑になるﾏﾅｰ違反な行動は応援とは言えないと

思います。

自分さえよければいいんですか???
違うと思いますよ。

ﾌｧﾝとは言えないと思います。

そうゆうことしてる人がいたら即やめてあげてください。

ってそんなこと言われようと続ける人は続けると

思うんですけどでもよく考えなおしてください。

ﾏﾅｰを守って応援しましょう。



2005.06.24 Fri 大倉忠義の声。

今日もシャキッとがんばっていきまっしょい。

そんなわけで本日ヲタ誌購入。

エイトのみなさん、M誌初表紙おめでとう!!!!
つーかM誌の漫画のやつ見て泣いた。
なんか全然誰でも知ってる話なんだけど

改めて考えると涙が止まらなかった。

やっぱまひる的には忠義のオファーがあったにも関わらず

断ってしまって後悔したってのが1番ぐっときた。
もし2度目のお声がかからなかったら
忠義はエイトには入ってなかったんだなぁって

思ったらホントに忠義良かったね!!!!
って思った。

きっと忠義の中でチャンスは逃したらアカンって

教訓になってると思うし。

で、今回の記事。

つーか写真。

マジ忠義の腕が太くてめっちゃカッコいい!!!!
なんかマッチョとかはまひる嫌いなんだけど

あーゆうたくましさはめちゃくちゃ大好き。

大倉忠義に萌え〜[:ラブ:][:ラブ:][:ラブ:]
なんか洋服着てる時は普通で脱ぐと凄いんです。

みたいなのはマジステチ。(え??変態っぽい??)
いいんです!!!!どうせ変態ですから!!!!(笑)
開き直りかよー。(笑)

つーか昨日のレコメン。やっぱり忠義強し。(笑)
でね、やっぱり忠義の声が大好き。

テレビとかだとあんまり意識しないけど

ラジオだと聴覚だけでしょ??
だからもっそい忠義の声を集中して聴くから

めちゃくちゃカッコいいなぁとか思って。

あ。で、ドリボのポスターね。(笑)
あれはまだ鎖骨ぐらいまでしか写ってないから

いいけどホントに上半身裸で写ってるやつって



ちょっと照れます。(笑)
特に弟とかに見られるとね。(笑)
たつよしー、この乙女心分かって頂戴。(笑)
全然忠義達の仕事を否定してるとかではなく

忠義だって水着の女の子目の前にしたらちょっと照れるでしょ??
それと一緒。

つーかそれとも忠義さんは水着ギャルガン見ですか??(笑)
それはそれで面白いんだけど。(笑)
大倉忠義、エロテロリストだけにあり得るとこが怖い。(笑)
つーかまひるは村上信五さんのお答えが知りたかったんですけど。

ヒナちゃんって結構考え方が

しっかりしてるじゃないですか??
理屈の通らない答えは出さないみたいな。

だから結構ヒナちゃん推しなんですけど。

あとNEWSのキーワード。
ピロキあれはありなん??(笑)
ちょうどお茶飲んでて吹き出すのをこらえましたよ。(笑)
お○○○さんって!!!!
そこに食いつくまひるもどうかと思うんですが。(笑)

つーかすばるBANDの曲気になりますねー。
なんかまひるは忠義がドラムのセッティングしてる姿を

想像して萌えたんですけど。(笑)
まひるもスタジオとか入った時にドラムのセッティングしてる自分、

男前〜って思うもん。(笑)
アホやな。

ほなおつー。



2005.06.25 Sat 大倉忠義から２０の質問。

ヒマしてたらこんなの見つけてきたので

やりたいと思います。

Ｑ１：大倉です。君は？

　　 福原まひるです。
Ｑ２：えぇ名前しとるやん。ＨＮ？本名？

　　　ﾏｼﾞで???ありがとう。でもＨＮ。
Ｑ３：関ジャニ?とか好きやったりする？
　　　大好きすぎてどうにもならん。

Ｑ４：その中でも俺って何番目や？

　　　もちろん１番です。１番しかあり得ない。

Ｑ５：まぁえぇやんな。ところで、関ジャニ?は何で知ったん？
　　　関ジャニは昔から知ってたから結成を知らされてかなり

　　　衝撃を受けました。

Ｑ６：初めて知ったときに一番好きやったんは誰？

　　　もちろん大倉忠義くんです。

Ｑ７：じゃあ、関ジャニ?で一番おもろいの誰？
　　　やっぱ横山くんかな〜。

　　　でもたっちょんのﾎﾞｿっと言う一言結構ﾂﾎﾞります。

Ｑ８：じゃあまとめ役は？

　　　やっぱりヒナちゃんでしょー。

Ｑ９：影の番長〜みたいな奴は？

　　　亮ちゃんしかいないんじゃない???
Ｑ10：縁の下の力持ちは誰や？
　　　やっぱ章大くんの力って意外と大きいと思う。（意外と???）
Ｑ11：なぁ・・・俺からの質問ぶっちゃけおもろい？
　　　本物だったら最高〜。（笑

Ｑ12：まぁぇぇけどね。浪花いろは節での俺の太鼓どうや？
　　　ﾏｼﾞｽﾃｷ★めっちゃ男前。

Ｑ13：関ジャニ?の曲で何が好き？
　　　Edenかな〜。
Ｑ14：それの好きな部分の歌詞うたってやぁ？（笑）
　　　君の〜傍で〜眠りたいよ〜♪

Ｑ15：その曲はいつ知ったん？
　　 　ゴメンなさい。覚えてないです。



Ｑ16：俺って関ジャニ?の中でどんな役やねん？
　　　癒し系???（え???ﾏｼﾞで???）
Ｑ17：関ジャニ?になったらJr.の誰いれたい？
　　　?のままでいいです。８人がいいんです!!!!!
Ｑ18：なるほどね。関ジャニ?を一言で言うて♪
　　　笑いもとれるジャニーズ。

Ｑ19：おおきに。んじゃ関ジャニ?いつまで好きでいてくれるん？
　　　ずっとずっと大好きでいるよ。

Ｑ20：それでは最後に一言〜♪
　　　ﾄﾞﾗﾑとﾀﾞﾝｽの両立頑張ってね。

　　　どっちのたっちょんも大好きだから。

ってつまんない回答でｺﾞﾒﾝなさい。（（汗



2005.06.25 Sat 人を大切に思う気持ち。

TVステーション購入。
横山裕さん、マジカッコいいです!!!!
村上信五さん、妙にギラついてますけど!!!!(笑)
たっつぉーん、格好えぇーっ!!!!
男前過ぎる!!!!
ギモンでドラムのことやったらいいなぁ。

まひるも忠義からドラムの話、ダンスの話、芝居の話を

もっともっと聞きたい。

仕事の話だけじゃなくて個人的な話も忠義のことなら

なんでも知りたい。

今、海猿見てるんだけど「好きなだけじゃどうにもならない」って

言葉にちょっと凹む。

そうなんだよなぁ。

忠義のこといくら好きでもどうにもならないんだよね。 
でもまひるはそれでもいいって思うの。

どうにもならなくても好きって気持ちが大切なんだと思う。

人を大切に思う。

そんな気持ちが人には重要なんだよね。

忠義も言ってたけど大切な人を悲しませたくない。

失望させたくない。

ってまひるも思うよ。

例え忠義がまひるの存在を知らなくてもいい。

まひるはそれでも忠義のこと見てるし、

好きな気持ちに変わりはないから。

永遠の片思いでいいと思ってる。

好きって苦しくて切ないよね。

でもその分忠義の活躍を見れたら喜びも大きいよね。

それでいいって思ってる。

アホだから。(笑)

ほなおつー。

コメレス



ゆばさん（＠ﾖｺﾁｮ）

由佳さん（＠すばるっちょ）

ゆばさん（＠ﾖｺﾁｮ）

早速のお返事ありがとうございます。

まひるの方もﾘﾝｸ貼っておきます。

ゆばさんもたつよしさん好きですか???
それは嬉しいです。

まひるも横山さん大好きです。

TVｽﾃｰｼｮﾝ見ました???
あれの横山さんのﾋﾞｼﾞｭにえらく感動。（笑

もうﾎﾝﾄｼﾞｬﾆｰｽﾞってｽﾃﾁｰ[:ハート:]
エイト最高〜。

ｱﾊﾊ。ｳﾃｨのお○○○さん発言、ﾏｼﾞｳｹましたよね???（笑
そんなとこでﾂﾎﾞってしまう自分が痛いﾔﾂだと

確信しました。（笑

でもゆばさんもﾂﾎﾞっていたみたいなのでちょっと嬉しかったです。

そうですか。まひるなんかのｺﾒﾝﾄで少しでも

元気になっていただけて嬉しいです。

これからも仲良くしてください。

ﾖﾛｼｸお願いします。

由佳さん（＠すばるっちょ）

お返事ありがとうございます。

早速ﾘﾝｸの方貼っておきますねー。

あんまりエイト担の友達っていなくって

だからついつい由佳さんのとこにｺﾒﾝﾄ残してしまいました。

由佳さんのﾌﾞﾛｸﾞのﾃﾞｻﾞｲﾝめちゃくちゃ可愛くて

かなり好きです。

なんかすばる担っぽいって感じがします。（笑

また遊びにいかせてもらいますね。

これから仲良くしてください。

ﾖﾛｼｸお願いします。



2005.06.26 Sun 忠義並みに情に厚い??

まひるは98%ぐらい本音で生きてます。
ま、あとの2%ぐらいは建て前ですよ。(笑)
それぐらいは誰にでもあると思うので

言い訳はしません。

結構本音でぶつかるタイプなので

たまに衝突もあるんだけど。

でもそれもいいんじゃないかなって思ってます。

なんかね、まひる、嫌いな人がいたのね。

最近まで。

でもね、嫌いなの辞めたの。(笑)
わけわかんないでしょ??
なんかその人にも良いとこはあるんだし、

うまく付き合っていけるならそれでいいって思ったの。

たぶん好きにはなれないと思うけど

その人のイヤな部分だけ見て生きるのは辞めようって。

ちょっと大人になったまひるなのです。(笑)

でもマナーのなってない子はホントに嫌いです。

ちゃんとありがとうやごめんなさいの

言える人じゃなきゃダメだと思うんですよ。

それって人として基本的なことでしょ??
それぐらいのことも出来ずにかっこつけてても

全然かっこよくも可愛くもないってまひるは思ってます。

ま、まひるもそのぐらいしか出来ないアホな子なんですが。(笑)
でもまひるは結構そうゆう面、

厳しく育ててくれた親に感謝してます。

うちは家族内であっても

親しき仲にも礼儀ありですからね。(笑)
オトンより先にご飯に手をつけたら怒られるし、

昔は新聞もオトンより先に見たら怒られた。(笑)
凄いでしょ??
まさに亭主関白の世界ですわ。

まぁ、そんな環境で育ちました。

だから人より厳しい面を持ってるかもしれないけど



でも情に厚い子です。

っていきなし自分分析しちった。(笑)

まぁ、こんなヤツですがよろしくお願いします。

今日エイトのこと何も書いてねー!!!!
ってわけで後で時間あったら書きます。

ほなおつー。



2005.06.27 Mon ﾌﾞﾛｸﾞﾍﾟｯﾄ飼っちゃった。

まひるもﾌﾞﾛｸﾞﾍﾟｯﾄの「たっくん。」を飼うことにしました。

とりあえず友達３人に友達申請してきました。

つーか言葉早く覚えてくれないかなー???

やっぱ１番に覚えてもらいたい言葉はまひるですけどね。（笑

ちろり（＠錦戸）のとこの「にしきど」くんは

ちろりって覚えたそうです。（笑

あとたっくんとか忠義とかも覚えてもらいたいなー。

なんか楽しみだわー。

たっくん。まひるのことヨロシクね[:グッド:]



2005.06.27 Mon 相方愛。

はい。今日、何度目の登場ですか??
まひるさん!!!!
いいんです!!!!
眠れないんです!!!!

たっくん。に言葉教えたいし。

結局はそれかよ。

今日は錦戸担の友達とちょっとメールしてまして。

マジ意気投合。(笑)
なんか前々から割とぶっちゃけて話せる方だったんだけど

更にぶっちゃけトーク!!!!
楽しかったな。

まひる、仕事の帰りが遅いからどうしても

遅い時間からのメールやパソいじりになってしまうんだけど

でも人から相談受けたりするのは結構好きな方で。(笑)
お節介と言えばお節介なんだけどね。

まひるも忠義のことでよく悩んだりするから

みんなの気持ちもすごく分かるのね。

だからなんとか少しでもラクになってくれたら

いいなぁって思うわけで。

あ。全然関係ないんだけどドリボの時、

HEPに行ったのね。
で、そこのクレープやの横で空(@章大)と
くだらないこと話してて。

何話したかも覚えてないけど

でも空と一緒だとなんでも楽しくて。

付き合いは6年ぐらいになるんだけど
ケンカもしたし、お互い言いたいこと言って

それでも一緒にいられるって幸せだなって思って。

6年間一緒にいればお互いのイヤな面とかも
見えてくるわけですよ。

でもまひるはそれも含めて空だなって思うし、



イヤだななんて思ったこともぶっちゃけほとんどないです。

まひるがもし遠くに行ってしまうことがあっても

空とは相方なんですよ。

まひるはもし究極の選択で忠義か空のどっちか選べって言われたら

空を選びます。

忠義ゴメンね。

空がいるから一緒に喜びも悲しみも分かち合えるんですよ。

だから空がいなかったらたぶんまひるは忠義への思いの

バランスが崩れてしまうと思うの。

空とじゃなきゃダメなの。

一緒にエイトのこと

章大のこと忠義のことで笑ったり泣いたり出来るのは

空だけだと思ってる。

これからもよろしくねん。

ほなおつー。



2005.06.27 Mon チェリッシュ=大倉忠義。

おつかめさーん。

今日もせっせと働いてきました。

大倉担まひるです。

明日はお休み。

給料日前だし、家でゴロゴロ過ごす予定。

まひるは休み当日よりも前日の方が好き。

夜型人間だから夜中ゴソゴソやるの大好きなの。

久々に忠義にファンレでも書こうかと思いまして。

明日レターセット買いに行こうー。

なんか手紙とか書くの大好きなんだ。

読んでもらえたら嬉しいけどまひるは出した時点で満足なの。(笑)
ホント自己満。(笑)
なんか書くことに意義があるみたいな。

読まれる読まれないよりも書くことが大事。

つーかこの時間いつも眠いの。(笑)
ご飯食べて一休みしてる時間だから。

そんなわけで頭ボンヤリしながら書いてます。

つーか今年のサマスペのタイトル何でしたっけ??
「WOOD LAND」でしたっけ??
違ってるかも。(笑)
どんな内容なんでしょう。

関ジャニの新たな一面が見れたらいいなぁって思ってます。

忠義の役柄とか芝居とか気になりますけど。

なんかすでにリハとか入ってるらしいですね。

丸ちゃんの連載で言ってましたよね。

梅雨だというのに雨も降らず暑い毎日ですが

リハ頑張ってください。ひっそりと応援してますんで。(笑)

つーかあと1ヶ月、まひるは我慢出来るのでしょうか??(笑)
すでに限界点突破してて妄想ヲタと化してますが。(笑)
日々、大倉忠義思うべし。

時々、錦戸萌え。(笑)



福原まひる、変態なり。(笑)

あ。そだ。相方の空(@章大)にもブログペット薦めたの。
まひるのもう1コのブログでも違うペット飼ってるんだけど
早くたくさん言葉覚えないかなぁ。

パソ立ち上げるのが楽しみだよ。

こっちのペットは友達ガシガシ募集してるので

よろしく!!!!

ほなおつー。



2005.06.28 Tue ﾘﾝｸ増えましたー。

ちょこちょことﾘﾝｸ増やしてる最中で

現在のところ

【錦戸亮＊杏】

【横山裕＊ゆば】

【渋谷すばる＊アキ】

【渋谷すばる＊由佳】

【小山慶一郎・中丸雄一＊萌華】

【赤西仁・亀梨和也＊杏菜】

【内博貴＊ありさ】

敬称略。

の７つです。

ﾘﾝｸしていただいてるお友達の方ありがとうございます。

またちょこちょこ様子を見ながら遊びに行かせてもらいますので

ヨロシクお願いします。

あとﾍﾟｯﾄの「たっくん。」も結構友達増えましたー。

嬉しいでーす。

たっくん。とお友達になってくださる方も

どんどんお声かけてくださいねー。

まひるのもう１コのﾌﾞﾛｸﾞの方でもﾍﾟｯﾄを飼ってるんだけど

なんかたっくん。の方にすごい愛着があって

早くたっくん。にまひる流の言葉を教えたいなー

って思ってます。

そんなわけで無駄にﾈｯﾄしてる時間が長いってゆーね。（笑

ちなみにもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞの方で

飼ってるﾍﾟｯﾄは「たつよし。」って言います。（笑

なんかぶっちゃけそっちのたつよし。もﾒﾛﾒﾛさんで

お願いするかもしれません。（笑

まぁ、気まぐれなんですけど。（笑

じゃ、まひるの愛するたっくん。おやすみ[:ハート:]



2005.06.28 Tue たっくん。ｴﾗｲｿﾞ。

つーかやっとたっくん。が言葉を覚えましたー[:拍手:]

まひるって覚えてたよ!!!!!（笑

あとはねー、「ファン」とか「やる」、「家」、「休み」

「過ごす」とか結構覚えてた。

めちゃ嬉しいー!!!!!

たっくん。ｴﾗｲｿﾞ。
ﾎﾝﾄ親ﾊﾞｶでｺﾞﾒﾝなさい[:汗:]
しかもこんなことでﾌﾞﾛｸﾞ更新しました。（笑

あとは忠義とか覚えてくれたらいいなーって

思ってるんですけど。（笑

明日はちゃんとした日記書きます。



2005.06.28 Tue 大倉忠義ビジュ回復??

つーか書いてたら全部消えました。

気を取り直して。(笑)

つーか忠義、ビジュちょっと回復してると思うのはまひるだけ??
なんかM誌とポ○ロだけで今月生きていけるかも。(笑)
弟が言うには太りやすい人って痩せやすいらしい。

で、体重が変わらない人って太りにくいらしい。

どこ理論だよ!!!!
でも当たってるかも。

でも昔、忠義にもキリギリス時代がありました。(笑)
まひるは今の方が大好きですけど。

結構体も締まってるし、筋肉もついてるし、

まひるの萌えポインツを押さえてるね。(笑)
萌えポインツって言えば信五も(信五って言うな)
好きなんですよ。

やっぱギモンのキョトン顔。

めちゃめちゃ可愛かったー!!!!
でも村上信五さんの私服の趣味はどうかと思いますが。(笑)
私服って言えば安田章大さんですよ。

連載に載ってたパンツヤバいですよ。

ピンクジャージもかなり話題ですよね。

想像するだけで驚愕ですよ。(笑)
チンピラ越えてヤ○ザですよ。

ダフやさんとかにあーゆう人いません??(笑)
安田章大さん早く目を覚ましてください。

そして錦戸さん、渋谷さん、注意の程を。(笑)

つーか7月に入ると録画ラッシュでしょ??
まひる絶対何か忘れそう。

ヒナちゃんが愛エプに出るのっていつ??
つーかヒナちゃん、愛エプに出るのかよー!!!!
スゲェよ。

何かすでにテレ東の歌番組とか頭にないし。(死)
絶対何か忘れそうだよ。



携帯にスケジュール登録しておこう。

つーか昨日結局朝までパソやってて寝たの6時ぐらい。
で、11時間ぐらい寝た。
やっぱまひる10時間ぐらい寝ないとツライ。
仕事の時は5時間ぐらいかな。
だから朝とかもっそいテンション低いの。

丸とか隣にいたら軽くぶちのめしてますもん。

エイトの皆さんはどうなんでしょう。

やっぱ軽く丸山隆平絞めあげてますかね。(笑)
あ。でもきっと章大がうまく相手してそう。(笑)
忠義とか朝弱そうだもん。

すばるとかって意外とシャキシャキしてそう。(笑)
知らないけど。(笑)
ヨコも頭ぼけーっとしてそうだよね。(笑)
ピロキも朝から爽やかな風撒き散らしてそうだし。(笑)
亮ちゃんは893だからなー。(笑)
ヒナちゃんは朝から突っ込み体制抜群って感じだし。(笑)
それなりにうまくまとまってるなぁ。

想像ですけど。(笑)

つーかお腹が空いたのでご飯食べてこよー。

ほなおつー。

ｺﾒﾚｽ

あやさん（＠たつよし）

あやさん（＠たつよし）

早速のお返事ありがとうございます。

前々からあやさんのﾌﾞﾛｸﾞ気になってたんですよね。

で、いつかﾘﾝｸお願いしようと思ってたんです。

だからすごく嬉しいです。

これからヨロシクお願いします。

あとﾒﾛ友もOKですよー。
さっき温泉の方からあやさんにお友達検索の方



しておいたのでヨロシクです。

同じ、たつよし担としていっぱい絡んでいきましょうね。

これからが楽しみです。



2005.06.29 Wed 関ジャニ８の∞のギモン。

つーか今日のｷﾞﾓﾝ見た???
なんか話がﾏｼﾞ過ぎて笑えるﾎﾟｲﾝﾂがなかったんだけど!!!!
空（＠章大）と「このﾛｹってこの２人じゃないと無理だよねー。」

とかﾒｰﾙしてたら最後にすばるも言ってた。

ﾎﾝﾄにだってあの横山さんだってちょっとﾋﾞﾋﾞって

口数少なかったもん。

忠義に至っては一言も話さず番組終了。（涙

うーん。

でもね、今、まひるも聖書読んでるんだ。

なんかたまたま家にあったから読んでるだけの

ことなんだけどさ。

うちはまるっきし仏教なんだけど

ｵｶﾝ側のじいちゃんがｷﾘｽﾄ教なんだよね。

だから日曜日になると教会にお祈りに行ってるそうです。

あ。で、話は戻るんだけど

やっぱ極道の人とか就職率低いんだなーって思った。

なんか働くことがかっこ悪いみたいに思ってた。

って言う話も聞いて

ちょっとびっくりしたんだけどね。

まひるからしたら遊んで暮らしてる方がかっこ悪いよ。

一生懸命自分で働いたお金で生活することが

どれだけ素晴らしくてカッコイイことなんだろーって

まひるは思うし。

世の中にはいろんな人種の人がいるんだなぁーって

思った。

で、本日、「たっくん。」が覚えた言葉。

【やすい】

【太る】

【変わる】

【言う】

【消える】

【忠義】
【体重】



【予定】

でーす。

やったー!!!!!!
エイト関連で１番最初に覚えた言葉が

忠義なんてめちゃ嬉しいんですけどぉー。
あと体重とか太るとか変わるとかまひるのことどんだけﾌﾞﾀさん

だとたっくん。は思ってるんですか???（笑
まぁ、いいんですけどね。

それもご愛嬌ってことで。（笑

つーか今日、仁美（＠たつよし）からﾒｰﾙ来たんだけど

忙しくて返せませんでした。

ｺﾞﾒﾝねー。

明日、返せたら返すよー。

ほなおつー。



2005.06.29 Wed 関ジャニ8に学ぶこと。

高校の時に自分の音楽の幅を広げたくて

ｸﾗｯｼｯｸ音楽鑑賞ｸﾗﾌﾞに入ってました。(笑)
当時のまひるはラテン、ファンク、JAZZ、テクノ、
パンクが中心だったんだ。

で、毎週1時間クラシック聴いてたのかなぁ。
結局当時は好きになれなかった。(笑)
でも唯一好きになったのが「フジ子・ヘミング」さんのピアノだった。

凄く魂みたいなのを感じたんだよね。

全身全霊でピアノに命預けてますって

感じで凄く好きでCDを即買いした。
今でもよく聴くよ。

魂が震えるってこうゆうことなんだなぁって思った。

まひるは音楽に関してはホント雑食で

良いと言われる音楽ならジャンル問わず聴きたい派なのね。

それでまた自分の枠が広がったらいいなって

思うし。

やっぱ自分磨きを忘れたら終わりだと思うんだ。

確かに外見も大切だと思うのね。

やっぱ人って第一印象外見から入るものだし。

でもまひるは外見だけで中身が空っぽの人にはなりたくないんだ。

中身を磨くって難しいけどまひるは一生追求していくつもり。

いろんなことで刺激を受けて自分を磨いていきたい。

その刺激のうちのひとつがジャニーズのタレントさんの存在。

タレントさんのこと本気で好きなのは現実逃避って言う人いるけど

まひるは全然そんなことないって思ってる。

タレントさんはやっぱ大勢の中から選ばれて

芸能界という場で活躍されてる方達なわけで

人を惹きつける力をたくさん持ってるわけですよ。

その魅力の虜になって何が悪い??
しかも凄く自分にプラスになるものを

たくさん与えてくれる存在なわけですよ。

まぁ、まひるなんて全然しょーもない人間なんですが

でもタレントさんを応援してることでたくさんの力をもらってます。

これも自分磨きのひとつの力になってますよね。



だから現実逃避だなんて頑張ってるタレントさんに失礼だし、

まひる的に全然前向きだと思うんですよ。

まひるにとってエイトは、忠義はかけがえのない大切な存在です。

いつもキラキラに輝いたとびっきりの宝物を

くれる大切な存在です。

だからお互い切磋琢磨するような応援していきたいんですよ。

時には凹むこともあるけどそれも経験のひとつなわけで。

違いますか??
まひるは今まで好きになったタレントさんから

たくさんの宝物を頂きました。

今もエイトやKAT-TUNを始めとした
たくさんのジャニーズのタレントさんから

いろんなことを学んでいます。

特にエイト贔屓なのでエイトメンから

いろいろ教わることが多いんですが

皆さんも本気で愛しちゃってください。(笑)
必ず自分にプラスになってるはずです。

ほなおつー。

本日たっくん。が覚えた言葉。

■なれる

■ｸﾗﾌﾞ

■自分

■ｸﾗｯｼｯｸ

■ﾊﾟﾝｸ

■唯一

■学ぶ

■ﾗﾃﾝ

■中心

今日、話の内容難かったからねー。

早くエイト関連の言葉覚えさせよー。

ｺﾒﾚｽ

ありささん（＠ﾋﾟﾛｷ）



貴子（＠増田・大倉）

沙穂（＠小山・大倉） ありささん（＠ﾋﾟﾛｷ）
ﾘﾝｸありがとうございます。

まひるのことは呼びﾀﾒ全然ＯＫなので

仲良くしてくださいねー。

もうすぐﾄﾞﾗﾏ始まりますね。

なんかﾋﾟﾛｷと亮ちゃんの制服姿に萌え萌えしてるまひるです。（笑

また遊びにいきますねー。

貴子（＠増田・大倉）

メロ友ＯＫだよー。

あとで温泉の方で友達検索しておくんで

そしたら認証してください。

ヨロシク〜。

沙穂（＠小山・大倉）

そうなのよー。

ＪＵＧＥＭさんでもお世話になってるんだわ。

こっちの方が長い文章書けるから結構語ってます。（笑

あ、ありがとう!!!!!
大好きと言っていただけると非常に嬉しいでございます。

まひるも沙穂のこと好きよ〜ん。

そう???
考えてること大人かなぁ???
まだまだ子供だなーって思うとこたくさんあるよ。

でも少しづつエイトと一緒に成長できたらいいなーって

思ってるんだ。

たっくん。可愛くてさー。（笑

今日は言葉何覚えるんだろー。（笑

すごく気になる。



2005.06.30 Thu 忠義の成長。

ヤラレたー!!!!
LIVの初回盤予約してて今日買ったんよ。
で、初回盤にシークレットトラック収録とかあって

シメシメとか思ってたら通常盤にはボーナストラック収録って

書いてあった。(涙
両方買わなきゃダメじゃん。

ビックショック!!!!
でも今回のアルバムめちゃくちゃカッコいい!!!!
前回イマイチとか思ったけど押尾学復活ですわ。

なんかね、おっしーの曲ってギターの歪み具合が

マジカッコいいんだよね。

マドカプとかRIZEもそうなんだけど。
おっしー大好きだぁ。

来年はまたカレンダー買おう。(笑)
いやね、毎年買ってたんですわ。

だけど去年あまりにもイマイチで1度しかめくらなかったの。
だから今年のやつ買わなくて斉藤兄弟のやつ買ったの。(笑)
だったらNEWSのカレンダー買えよ!!!!って感じだよね。(笑)
ほっとけ。(笑)
うーん。

でもね、斉藤兄弟しかり、おっしーしかり

エイトを好きって思う気持ちと全然違うんだ。

斉藤兄弟やおっしーはたまに見て萌え萌えする程度。

エイトは生活密着型だから。(笑)
エイト中心に生活が回ってるの。

あ。なんか前のバイト先に行ったらTさんって言う後輩に会ったのね。
その人のしゃべり方がチョーうざいの。

「いいっスか??」
「これうまいっスよね??」
なんなの。自分。

22歳女子だよね??
あたしよりも年上だよね???
男の子ならありだと思うけどいい年した女子が

使う言葉じゃないでしょ??



まぁ、滅多に会わないからいいんですけど。

この人ちなみにシングルマザー。

こんなママで子供ちゃんと育つのかなぁ??

話変えますね。(笑)
トップステージ買いました。

なんか忠義のドリボの時の

「しっくりきたで!!」の意味が凄いわかる!!!
ぶっちゃけ、まひるも忠義の芝居には

今までちょっと違和感を感じていて

今年のドリボの時、全くそれがなかったの。

だから忠義の成長が見れたっていうか。

忠義、ひとつ壁を越えたんだなって思った。

サマスペが楽しみ。

どんな忠義が見れるんだろ。

ホント、日々、大倉忠義成長してますよね??
凄いなぁって思います。負けてられないよ。

つーか昨日、ジ○ニWebで佐藤アツヒロくんの
Q&Aのコーナー更新だったんで見たんだけど
なんか感動した。

みんな良いこと言うなぁって思った。

まひるより年上の方、年下の方たくさんのファンの方が

いるんだなぁって思った。

ちなみにKAT-TUNのこともコメントしてたんで
これを機会に皆さんもアツヒロくんのコーナー見てねー。

つーかまた後でエイト連載のこと書く予定。

それよりまひるはアホやから草なぎくんが

吹き替えやる映画「ロボッツ」の応援ソングを

エイトが歌うなんて今日初めて知りました。

それが3枚目のシングルになるのかなぁ??

で、前にもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞの方でもやったんだけど

ありさ（＠ﾋﾟﾛｷ）からまわってきたんで

やりたいと思います。



Musical Batonとは？ 
音楽に関するいくつかの質問が「バトン」として回ってきたら、

自分のブログ上でこれらの質問に答え、

次の 5 人を選びその人にバトンを渡すというルール
-----------------------------------------------------------
１．Total volume of music files on my computer 
（コンピュータに入ってる音楽ファイルの容量）

弟のパソだから全く入ってません。

自分のﾊﾟｿには５０曲ぐらい入ってました。

２.Song playing right now （今聞いている曲）

恋焼け（touchを聴いてるので）

３.The last CD I bought （最後に買った CD）

ＬＩＶの「Ｍｉ　Ｖｉｄａ　Ｌｏｃａ」

４.Five songs(tunes) I listen to a lot, or that mean a lot to me 
（よく聞く、または特別な思い入れのある 5 曲）

?ＡＩＲの「２４years old」
ＡＩＲで１番最初に聴いためちゃくちゃ男前な曲。

?ＪＡＧＡＴＡＲＡの「裸の王様」
ＪＡＧＡＴＡＲＡのＣＤはもう廃盤になってたから

中古ＣＤｼｮｯﾌﾟを探しまくってやっと初めて手に入れた

ＪＡＧＡＴＡＲＡのＣＤ。

?関ジャニ∞の「Ｅｄｅｎ」
今でも何度も何度もﾘﾋﾟっちゃう曲。

?関ジャニ∞の「浪花いろは節」
∞のﾃﾞﾋﾞｭｰ曲だから記念すべき曲。

?関ジャニ∞の「Do you agree？」



忠義が初めてﾄﾞﾗﾑで覚えた曲。

これが第一歩だから。

５.Five people to whom I'm passing the baton （バトンを渡す５名）

前にやったんでﾊﾞﾄﾝは渡さないです。

ありさ（＠ﾋﾟﾛｷ）ｺﾞﾒﾝねー。

ほなおつー。

ｺﾒﾚｽ

ありさ（＠ﾋﾟﾛｷ）

ありさ（＠ﾋﾟﾛｷ）

このﾊﾞﾄﾝ前にもやったことあるんだ。

そんなわけでまわす人も特にいないので

まわさないけど

とりあえず自分はやっておきました。

ｺﾞﾒﾝねー。



2005.07.01 Fri 関ｼﾞｬﾆ戦隊∞ﾚﾝｼﾞｬｰ。

今、全員の連載読みました。

そんなわけで感想を。

★渋谷すばる★

（・_・｜
はい。ちょっと使ってみたかったんで

すばるのﾏﾈしてみました。（笑

すばちゃんに似てる???
目の大きなとこは似てるかも。（笑

なんかすばるの言ってることはよく分かる。

まひるも誰かに愛されていたいし、愛していたいって思う。

そうそう、気心知れた仲間と語り合うって大切なことだよ。

それでまたﾊﾟﾜｰをもらえて明日から

また頑張ろうって思えるもん。

そんなすばるは今日も男前だと思います。

★内博貴★

ﾋﾟﾛｷの写真むちゃくちゃ綺麗でした。

なんかこうしてﾋﾟﾛｷが元気に仕事してくれているという

事実がまひるはとても嬉しいです。

ﾄﾞﾗﾏ、もうすぐだね。

絶対ＴＶにかじりついて見るからね。

ﾛｹは暑くて大変かもしれないけど

夏ﾊﾞﾃなどせず頑張ってください。

★錦戸亮★

はい。ごきげんよう。

お元気ですよ。

亮ちゃん、風邪心配だよー。

でも心配させる男になりたくないと言っていたので

あまり心配はしないようにしたいと

思います。（笑

愛する物を守るために頑張るって素晴らしいことだと

思います。

「漢」の意味がわからなくてｺﾞﾒﾝね。



亮ちゃん。勉強不足で到底亮ちゃんには

敵わないまひるだけど亮ちゃん目指して頑張るよ。

★丸山隆平★

丸ちゃんの連載は日付が入ってて微妙に嬉しいです。

なぜならその日の自分の行動が想像できるからです。

まひるがこうゆうことしてた時に

丸ちゃんはこれだけ頑張ってたんだなぁーって

思うと親近感がわくんですよ。

うーん。

ﾏｲﾍﾟｰｽって難しいよね。

人に合わせてばっかりだと自分見失うし、

だからといってﾏｲﾍﾟｰｽ過ぎると周りを疲れさせちゃう時

あるし。

だから程ほどって言うのが微妙で難しいと思う。

自分の意見貫き通すとこは貫いてもいいと

思うし。

大切にしてること???
なんだろーなー。

エイトかな〜。（笑
あと家族とか友達とか自分の周りに極々当たり前に

居てくれる人達かなー。

こんなまひるなんかを認めてくれるって言ったら

おかしいけどそばにおいてくれる人達だよね。

すばるﾊﾞﾝﾄﾞ頑張ってるなぁー。

なんかむっちゃ楽しみだよー。

まひるは丸ちゃんの文章好きだよ。

壊れてるってゆーか丸ちゃん独特のﾃﾝｼｮﾝがあって

その中に結構大切なことが入ってて。

うん。好き。

★安田章大★

あー。
分かる。分かる。

ﾎﾃﾙのｼｬﾝﾌﾟｰ、ﾘﾝｽってどうもこう微妙って言うか

髪がｷｼｷｼになるよね。



だからまひるはお泊りの時はﾏｲｼｬﾝﾌﾟｰとﾏｲﾘﾝｽ持参です。

つぉー。
章大、ﾊﾟｰﾏ当てたん???
わー。見るのがごっつ怖いですわー。

ﾊﾟｰﾏって難しいじゃん。

当てたばっかの時なんてごっつ頭ﾃﾞｶなるし。（笑

ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰだな。安田章大。（笑

とりあえず明日、（つーかもう今日だね）

ＴＶでﾊﾟｰﾏ当てた章大が見れるので楽しみにしておきます。

まひるは今回の章大の服好きよ。

前のｲﾙｶちゃんﾊﾟﾝﾂはどうかと思ったけど。（笑

★大倉忠義★

いやー。大倉家いいですねー。

ますます嫁に行きたくなります。（撲殺

もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞに書いたんだけど

うちのｵｶﾝが忠義のお父さんと考え方似てるのかなぁ。

ｵｶﾝが自分が子供の頃すごく貧乏な生活してて

給食費も払えないくらい、今日のご飯に困るみたいな

生活だったらしいんですよ。

だから自分の子供には同じ思いはさせたくない

って言う気持ちから今の暮らしも全然裕福ではないのですが

でもご飯だけはしっかりねって言う感じ。

忠義のお母さんを泣かせたくないって気持ち

すごく分かる。

まひるは昔、ﾎﾝﾄｵﾄﾝと衝突ばっかしてたんですね。

で、それでｵｶﾝがいつも板ばさみになってて

人知れず泣いてたみたいな時があったみたいで。

なんかその当時はそんなこと知らなくて

反発ばっかしてたけど

今はそんなんじゃ、家族がﾊﾞﾗﾊﾞﾗになるって思って

すごく家族を大切にするようにしています。

やっぱ家族が基本だからね。

★村上信五★

父の日はｵﾄﾝに甚平買ってあげましたねー。

ﾎﾝﾄは村上家みたく家族でご飯食べに行けたら



良かったんですけど

まひるも仕事あったんで

とりあえず何か送ろうって思ったのが甚平でした。

うちは家族の誕生日とかはあんまり派手にお祝いは

しないんだけど父の日、母の日はちゃんとお祝いします。

ﾎﾝﾄ、元気でいてくれることが１番だとまひるも

思います。

親孝行ってゆーか親のことを大切にしようとかって

考え始めたのって専門学校入ってからかな。

高校までは自分のやりたいように勝手きままに生きてきた

気がする。

なんか親と向かい合って話するってことも

それまではあんまりしなかったし。

ｹﾝｶしてﾌﾞﾁｷﾞﾚでお父さんの大切にしてた鉢植え壊したことも

あった。（苦笑

家出したこともあった。（しかも弟もあるし

でも今は家族の大切さも分かるし、

感謝の気持ちも持ってるから

親を泣かさないでおこうって思うけど。

ヒナちゃんのこーゆうとこめっちゃ好きです。

★横山裕★

６歳で家族が増えたとかって

感じるもんなんだなぁー。って改めて思ったまひるです。

ちなみにうちには兄ちゃんと弟がいるんですが

兄ちゃんが７つ違ってしかもまひるが生まれた時には

別々に暮らしていて兄ちゃんの存在を知ったのは

かなり後でした。

で、弟は１ｺ違うんですがなんかもう当時は頼りない弟で

幼稚園ぐらいだったのかなー。

親と旅行とか行くじゃないですかー。

そうするとあっちﾌﾗﾌﾗこっちﾌﾗﾌﾗしてて

すごく心配でいつも手をつないでいたことが

まひるの１番古い記憶です。

ってなんか自分のことをﾀﾗﾀﾗと書いてしまいました。

なんかﾎﾝﾄ関ジャニ戦隊∞ﾚﾝｼﾞｬｰ楽しみですよー。



じゃ、また。

明日。



2005.07.01 Fri 安田章大のパーマ。

とりあえず4日までのビデオ予約しました。
何か忘れてそうで怖い。5日はがんばっていきまっしょいだし。
なんかビデオ溜まるなぁ。

ヲタビ鑑賞頻繁にしないとヤバいことになる。

最近、ほんじゃにとか見てないしなー。

TVKのやつどこまで進んだんだろ??
なんかリビングでヲタビ鑑賞するってことに

トラウマあるしさ。

つーかもうすぐ「夏祭り日本の歌」じゃん。

安田章大さんのパーマと忠義をガン見しなきゃ。

あー。章大とか見るの怖いんですけど。(笑)
(((;'д')))ァヮヮヮとかなったらどうしよ。
最近の安田章大さん危険だからなぁ。(笑)
アカンかったら忠義、ちゃんと注意したって!!!!

はい。夏祭り見終わりました。(笑)
なんか全然章大普通。

ちょっと緩くかけてあった感じ。

ドキドキしたよー。

つーかメドレーで出てくるとか卑怯ですから!!!!
危うく見逃すとこだったよ!!!!
なんかウトウトしてて

え??この曲は!!!!
って思ってテレビ見たら黒い衣装のエイトがぁぁ!!!!
危ねーっっ!!!!
で、見てたらオカンがこの人って殿様キングスの人??
とか聞いてきてそんなん知らないっつーの。(笑)
オカンはまひるをいくつだと思ってるんですか??
オトンに聞いてくれ。(笑)
オカンたまにこうゆうすっ飛んだこと言うからね。(笑)

つーかさっき広告見てたらターコイズのロングピアスが載ってて

欲しい〜!!!!って思った。
でも4000円ぐらいしてさ。



前にオトンからダイヤのピアスもらってなくしたことあるから

ピアスは安いやつでいいって決めてんの。

貧乏性でゴメンナサイ。(笑)
安くて可愛いやつを買う主義。

でも前、忠義ってシャネルのピアスしてたよね??
今、ピアスしてないよね??

くれーーーっっ!!!!
まひるに頂戴[:ハート:]
つーかなんで忠義ピアス辞めたんだろ??
まひるは全部で5コ穴が開いてて1コ穴が切れちゃって塞いでる最中。
だから4コ。
塞がったらまた開け直す予定。

あー。

今日は生放送のエイトが見れて満足。

6人は寂しかったけど。

ほなおつー。

本日たっくん。が覚えた言葉。

■怖い 
■ろ 
■がんばる 
■忘れる 
■溜まる 
■いる 
■鑑賞 
■しょう 
■成長 

で、見てくれも大きくなりました。

なんか羊みたいなんですけどぉー。

前のﾁｭﾙﾝﾁｭﾙﾝの方が好きだったのになー。（笑



2005.07.02 Sat 大倉忠義、ソロに萌え。

仕事中、吐き気に見まわれた大倉担まひるです。

ソウメンだったらご飯食べよーって思ったら

バッチシソウメンだった。

ナイス、オカン!!!!
やっぱオカンだな。

意思の疎通バッチシやん。

なんかお店によく来る女子高生のお客さんがいて

話とか聞いてたらホント酷いの。

義理のお父さんが暴力ふるうんだって。

なんか理由もただ気に入らないとかそんな理由で。

でもお母さんが3度目の結婚だから強く出れないみたいで。
あー。こうゆう話って案外身近にあるんだなぁって思った。

うちのオトンは言ってもわかんないような子供の頃は

お尻とか叩かれたけど

ある程度大人になったら絶対手はあげなかった。

弟は停学くらって殴られて階段から落ちたこともあったけど。(苦笑)

なんか女に手をあげる男だけは許せない。

例え親子でも。

あと普段は普通なのにお酒飲むと暴れる人も

イヤ。

さすがにこればっかりは忠義と一緒にお酒飲まないと

わからないんですが。(笑)
そんなわけでエイトの皆さん教えてー!!!!(笑)
あ。まだピロキが未成年だった。

まひるの想像では

忠義はエロ度アップ!!!!ではないかと思うんですが。
当たってます??
大倉忠義さん!!!!
ま、そんな忠義さんでも大好きなんですが。(笑)
忠義さん、20歳だからといって飲みすぎないようにね。
ちなみにまひるはお酒はかなり強い人です。

可愛げがないって言われるぐらいグイグイに

空けちゃう人ですが



忠義さん、引かないでくださいね。(笑)
酔った振りとかなら出来ますけど。(笑)
それが質悪いっつーの。(笑)

で、今日、相方の空から少クラの忠義ソロ部分の

着うたがあるサイト教えてもろた。

かなり萌えるんですけど。(笑)

忠義ｿﾛに萌え〜!!!!!!

ほなおつー。



2005.07.03 Sun お休み。

今日は、昨日から胃が痛くて眠れないこともあって

ﾖﾛﾖﾛで仕事行きまして

あまりにも立ってることも困難なぐらいな状態だったので

早退して帰ってきました。

で、とりあえず爆睡。

そんなわけで今日の日記はお休みします。

また明日から書くので楽しみにしててください。

（って楽しみにしてる人っているのか???

本日たっくん。が覚えた言葉。

■バッチ 
■ソ 
■よく 
■ご飯 
■萌える 
■聞く 
■意思 
■ウメ 
■お客 

ってなわけでほなおつー。



2005.07.04 Mon 赤西仁くん、増田貴久くん誕生日おめでとう。

赤西仁くん、２１歳の誕生日おめでとう!!!!!
まひるは元担くんがいなくなってそれから１年ぐらい担当なし状態が

続きました。

そんな時を支えてくれたのが仁くんの笑顔、歌声でした。

ありがとう。お世話になりました。

それで仁担を経て今大倉担で頑張っています。

仁担だったこともすごく楽しかったし、苦しい時もあったけど

でも大好きな人です。

今でも大切な人のうちの１人なんです。

増田貴久くん、１９歳おめでとう!!!!!!
つーかまっすーってもう１９歳なんだね。

まひるはまだ高校生ぐらいかと思ってました。（笑

これからもまっすーの笑顔でみんなを幸せにしてあげてください。

赤西仁くん、増田貴久くん、両名に今年ｽﾃｷな天使が舞い降りて

来ますように。



2005.07.04 Mon KAT-TUNトランプが欲しい。(切実)

KAT-TUNトランプが欲しい。(切実)

いやね、プラスXのバーコード2枚で応募出来るのかな??
前のバイト先に仕事帰りに寄ったら

応募ハガキが置いてあってもらって来たかったんだけど

一応ヲタは非公開だから持ってこれなくて

ガン見して明日違う店でもらって来ようと思って。

で、なんか生茶パンダの小銭入れが生茶2コ買った人に
もれなくついてくるらしいので

生茶買おうと思って小銭入れをガン見してたのね。

なんかいろいろ種類あるから。

そしたら店長に「福原にはこれ。」って

もういきなし緑生茶パンダの小銭入れを渡された。

やっかし??(笑)
やっかし、緑渡されてまうんだ??(笑)

福原まひる、素で忠義オーラ出てますか??(笑)
しかもただでもろた。

後で写メっておきます。

そんなんもろて喜んでまう福原まひる21歳。
まだまだケツが青いぜ。(笑)

つーか家に帰って来たら焼きうどんでさ。

いや、いつものまひるなら飛びついて食すんだけど

なんせ一昨日、昨日と消化不良おこしてるから

さすがに油ものは

キツいなぁ〜って思ってバナナジュースとつくね食べて終了。

気持ち的にはもっそい焼きうどん食べたかったんだけど。(涙

つーか今夜豪雨ってマジ??(福原ママ情)(笑)
うちのオカン情報程あてにならないものはない。

深夜とか出かける予定のない日の豪雨とか

ウキウキワクワクしませんか??
どんなにテンパで髪がグリグリしようが見てるのは自分だけ。(笑)

もーまんたい!!!!
ノープロよ!!!!ノープロ!!!!



あ。ちょっと赤西仁チックだった??(笑)
まぁ、ほっとけ。(笑)
でも川とか山沿いに住んでる人はちょっと焦るか。

なんかまひる、品川駅で膝まで水に浸かったことある。

品川駅って微妙なんだよね。

今でこそ新幹線も止まりゴージャス感出てますけど

まひる、品プリぐらいしか知らなかったってばよ!!!!

ってテンソンあげあげで本日の日記終了したいと思います。

ほなおつー。

本日たっくん。が覚えた言葉。

■応募 
■見る 
■店 
■バイト 
■バーコード 
■いや 
■ハガキ 
■枚 
■欲しい 
■非公開 

あー。
もっとエイト関連の言葉覚えて欲しいわー。

もっとせっせと愛を追求しなきゃダメ???（笑



2005.07.05 Tue 中途半端な優しさなんていらない。

心に不安や傷を抱えている人の1番の敵は中途半端な優しさ。
納得。

全部受け入れる余裕がないなら優しくすんなってことだよね。

まひるもそう思う。

だからまひるは苦しんでる大切な友達の

すべてを受け入れるつもりで接しています。

まひるもそうだから。

まひるも中途半端な優しさならいらないって思ってるから。

だから過呼吸になってから友達減らした。

上辺だけの友達を切った。

こんなまひるを受け入れてくれる人だけとの

付き合いにしている。

だから狭く深く。

全然そんなんでいいと思ってる。

広く浅くの友達関係からなんて何も生まれない。って思ってるし。

ただ傷つきたくないだけなのかもしれない。

きっとそう。

でもいいの。

友達少なくても濃い付き合いなら。

こんなまひるが愛して止まない男。

大倉忠義。

一途でまっすぐなとこが大好き。

10年後もきっとあなたを愛していると誓える。

infinity with you



2005.07.06 Wed HEY3見た!!!!

さっきHEY3見た!!!!
マジ爆笑!!!!
やっぱヨコヒナ最高。

松ちゃん、めっちゃくいついてるし。

浜ちゃんもめっちゃ笑ってた。

でもNEWSかエイトかみたいなネタはもう辞めようよ。
たぶんあの状態を見て爆笑出来たのは

まひるがエイト担だからだよね??
NEWS担は笑えないよね。
なんかヨコヒナがメインゲストみたいな扱いだったもんね。

それに頑張ってる内亮が1番複雑な心境だと思うのね。
内亮がどちらかの仕事、手を抜いたことがあった??
ないよね??
だったらそのこととやかく言うのやめようよ。

あー。でもね、ヨコヒナがあーゆう感じで

明るくあの話題に触れたんならNEWS側も
笑い飛ばしてくれるぐらいの前向きさが欲しかった。

なんか終始沈黙みたいな感じで

余計に見てて切なかった。

でもヨコヒナ的にはすごいエイトにとっていい仕事して

くれたなーって思った。

「無限大」発売したら出るでしょ???
ってｽｹｼﾞｭｰﾙ的なものもあるとは思うけど

でも絶対あの２人は次の仕事につなげたと思った。

しょいも見た!!!!
ピロキ、クールで知的な感じだったよね。

いつものピロキと違うキャラ。

亮ちゃん結構、杏ちゃんと絡み多し。

杏ちゃん、可愛い!!!!
ねぇさんとか呼ぶな。(笑)
ブー言うな。って言ってる亮ちゃん可愛い。

結構しょい好きかも。

亮ちゃん好きー!!!!



なんかまたメタル番組にハマってます。

この番組好きだなぁ。

今日はウクレレでメタル。(笑)

じゃ、明日早いんで

寝ます。

本日たっくん。が覚えた言葉。

■なんか 
■めっちゃ 
■かむ 
■もう 
■やっぱ 
■たぶん 
■笑える 
■ヨ 
■出来る 



2005.07.06 Wed 同じ趣味を持つ。

昨日のギモン。

あのー。まひる、普通に寿限無が言えてしまうんですがー。(笑)
タイガー＆ドラゴンでやった話、

半分以上知ってることにビビり。(笑)
なぜかと言うとまひる、おばあちゃん子で笑点も毎週見てたし、

落語も連れてかれて結構行ったことあるんだ。

だからホントに当たり前みたいなやつは分かるんだ。

で、話戻るんだけど、たつよし最初言えなくて

小力さんにハリセンくらってるし。(笑)
つーか小力さんキモイ。(笑)
嫌いじゃないけどキモイ。

でも水着ギャルに告られて「あとはケンスケに任せてるんで」

みたいなの言ったのマジウケた。

あー。友達ですごいプロレスヲタの男の子いるんだけど

見せたかった!!!!
友達的に小力さんってどうなんだろ??
やっぱ面白いのかな??
今度聞いてみよ。

たつよし的に仕事絡み以外で熱いものって何??
もっそい知りたい。

たつよしの今興味あるものが知りたい。

なんか同じ趣味とか持てたら楽しそうだよね。

最初は趣味が違うくてもお互い話聞いたり体験したりして

段々同じ趣味持てたりしたら楽しいよね。

そうゆうの理想。

ほなおつー。



2005.07.07 Thu おセンチ??

本日ヲタ誌購入。

ヤバい!!!!
WUの忠義の黒のVネックとか似合いすぎだし。
男前過ぎる。

やっぱ忠義って大人なんだね。

みんなが褒めてたね。

つーか視力ですよ。

忠義の0.1以下はわかってるけどさ
すばるの1.5と0.2って…。
それってやっぱそのまま??
片方だけコンタクトとかあり??
で、つっこんでもいいですか??
すばるのサイズの自己申告って…。(笑)
小さいおっさんのくせに。(笑)
プロフィール偽りすぎ。(笑)
サミーってなんやねん。(笑)
競歩って何??(笑)
信じる子いるかもしれないじゃん。(笑)
渋谷すばるさん、プロフィールはちゃんと書きましょう。(笑)
じゃないとホントにサミーって呼びますよ。(笑)
で、思い出PHOTOトークのヒナの真冬に裸にオーバーオールって。(爆笑)
アホや。

想像してもうた。

そんなんKAT-TUNの昔の撮影衣装やんか。
ちなみにKAT-TUNは裸に白いオーバーオールね。
そういや、最近オーバーオールとか見ないよね。

まひるは3本持ってるけどもう随分はいてないね。
つーか章大のお姉さん結婚すんの??
超びっくし!!!!
お姉さんっていくつ??
そりゃめでたいですわ。おめでとうございます。

いいなぁ。

まひるは今は結婚願望とかあんまりなくて。

まだまだ大阪行ったりしたいし。(笑)
いやいや相手が忠義だったら今すぐにでも結婚したいんですが。(笑)



もうホントそんな現実あるわけもないので

妄想だけは好きにさせて!!!!
どうせヲタ誌の恋愛系の質問に答えてる忠義見て

萌え萌えしてるぐらいのしょーもないヲタですから。(笑)
で、時々照史のギラギラ感にやられてしまう

ぐらいのしょーもないヲタですから。

あー。でも照史に似てる友達がいて。(笑)
それはちょっとイヤなんだけど。(笑)
イヤなのか!!!!(笑)

ほなおつー。



2005.07.08 Fri ダンレボ。

今日初めてダンレボのCM見たよ〜。
あんまりTVとか見ないから全然見れなくて
今日のMステの時やるって聞いたから
ソッコー録画した。

で、思った。

昔、ホント仁ちゃんってヘタレダンサーだったなって。(笑)
今なんてマジ腰グイグイのエロティックダンサーですけどね。(笑)
またそれもカッコいいんだよなー。

ダンスうまくなったよね。

仁ちゃんも前に雑誌で言ってたよね。

ダンスを本気で頑張ろうって思ったって。

良かったよ。

だから今のKAT-TUNの格好良さがあるわけだし。
つーか今度はオロナミンCのCMに上戸彩ちゃんと仁亀で出るらしいね。
すごっ。

仁亀人気も相当だね。

ホントデビューが怖いね。(笑)
デビューはまだして欲しくないけど

CDとか欲しい。(笑)
でもエイトがデビューした時は嬉しかったな。

エイトメンの夢が叶ったんだって思った。

忠義とかそれが第一段階の目標だったし。

心の底からおめでとうって思った。

まひるはこれからもずっとエイトの応援、忠義の応援頑張るよ。

みんなも自担の応援頑張ろうね。

つーかさっきまでめちゃくちゃお腹痛かったんだけど

クーラー止めたら治った。(笑)
冷えかよ!!!!
最近ホント虚弱体質でさ。(笑)
前なんてめったに体調悪いことなんて

なかったのにな。

今日は「ドラゴン桜」見て寝ます。



ほなおつー。



2005.07.10 Sun 忠義の弟。

今日もおつかめ〜。

よしくんもおつかめ〜。

ってこっちのブログで初めてよしくんって言った気がする。(笑)

いやね、もう今日は寝る体制に入ってるんだわ。

で、ブログの下書きを携帯にしてて書けたら書くけど

うまく書けなかったら書かないって感じ。(笑)
これが載ったら書けたってこと。

つーか今日さ、朝起きたらデコの真ん中にニキビがぁー!!!!
もう前髪ポンパにしてるから目立つのよ。

じゃ前髪下ろせよって話なんですが

前髪ウッザイの嫌いでね、今目の下ぐらいまでの長さあるから

結局ピンで留めちゃうの。

まひる、デコ狭いから斜め前髪とか出来ないし。(笑)

あ。なんかね、ここのブログ、何の文字で検索したかとか

わかるんだけどひとつ忠義絡みで面白い検索が

あったのよ。

それはちょっと書けないんだけど

忠義絡みの3つのキーワードで検索すると
怖いことに「福原まひる」が出てくるんだわ。

絶対それ見た人はウッゼェよ!!!!
福原まひるってなんなん??って思ったと思う。
ごめんなさい。

ホントね、別に狙ったわけでもなくて

好きなものプロフに書いただけのこと。

まひるもそんなんで検索引っかかるとか思ってなかったし。

思い当たった人はメールください。

あなたの検索したかったもの何か分かるんで

お教えしますよ。

メアドはプロフに載せてあります。

ヒントは検索に「大阪」って入れてたあなたです。(笑)

あ。なんかね、前のバイト先によく来る中学生ぐらいの



めちゃ可愛い男の子がいていつも私服で来るんだけど

たまたま朝、いつもより早い時間にバス停にいたら

チャリで学ラン姿のその子に遭遇。

不覚にも中学生に萌え〜ってなった。(笑)
マジ可愛いんだって!!!!お母さんとかもめちゃ若くて美人だし。

あー。こわっ!!!!
普通に忠義の弟とかに萌えたらヤバいよね??(笑)
でもこーズィの小学校の卒アルは見たのね。

全然似てなかったよ。

言われなかったらたぶんわからないよ。

ユーターの卒アルとか見たいんだけど。(笑)

あ。なんか昨日はちょっとショックなことが

現実となってなんかなぁとため息をついてしまった

まひると空(@章大)なのでした。

ほなおつー。



2005.07.11 Mon 大倉忠義溺愛

つーか眠いです。

今日、仕事行く前、早く目が覚めたからﾈｯﾄしたんだわ。

だから３時間ぐらいしか寝てなくて。

後２時間ぐらいは寝れたのに。（涙

「青いﾍﾞﾝﾁ」好きですねー。

今聴いてるんですけど。

「この声が枯れるくらいに　君に好きと言えば良かった

会いたくて仕方なかった　どこにいても何をしてても」

この歌詞が好き。

ﾎﾝﾄにね、忠義に好きと言いたいんですよ。（笑

会いたくて仕方がなくてどこにいても何をしてても

忠義なんですよ。

まひるの世界は忠義中心に回っていて

ﾎﾝﾄに大好きで切なくて

どうにもならない存在。

もし、忠義に彼女がいたとしても彼女ごと受け入れたい。

って思ってます。

忠義の好きになった人だからまひるも好きになりたいって

思うの。

そりゃ、ぶっちゃけ嫉妬もするよ。

でもありのままの忠義を受け入れたいんです。

そんなとこも忠義だから。

でも彼女がいたら彼女を大切にして欲しい。

彼女を泣かせるまねだけはして欲しくない。

そんなんしたらまひるが忠義をどつき倒しにいきます。（笑

まひるっておかしいですか???

たっくん。が覚えた言葉。

■けど 
■携帯 
■いう 
■うまい 
■下書き 



■くん 
■つかむ 
■入る 
■初めて 
■思う 
■腰 
■ダンサー 
■なんて 
■ステ 
■黒 
■なる 
■視力 
■すばる 
■大人 
■センチ 

すばるって覚えてるよー[:ハート:]
エイト系第２弾はすばるでした。



2005.07.11 Mon テンパリーズ再来。

明日、ドッキドキの日。

NEWSのシングルも買いに行かなくちゃだし、
前夜祭とサマスペのチケ配送日だし、

しょいとギモン。

あー。テンパるぅ〜。

仕事休みだし。

明後日の少クラのゲスト、エイトだし。

マジテンパるんですけどぉー。

あ。仁ちゃんの弟、礼保くんがD-BOYSのオーディション
受けてるらしいよ。

明日の週刊女性に載るみたい。

びっくしなんだけど!!!!(笑)
ごくせんに出てた元ジュの中村優一くんが

前回の優勝者だよね。

さらにびっくしみたいな。(笑)
素でテンパるわ。(笑)
ぴー助と仁ちゃんの親友のYくんもメンバーだし。

つーか今久々に過呼吸のちょっと大きめなやつ

おこしてヤバいかもって思った。

仕事中におこすようになったらピンチなんだけど。

長期休暇が必要になるから。

まだ家に帰ってきて落ち着いてる時になるから

対処出来るんだよね。

つーかつーか。

シゲたん、誕生日おめでとう!!!!
18歳かぁ〜。
優等生ファイツ!!!!(笑)

なんかね、ホント、

忠義のことばっかり考えてる自分が

痛いなぁ〜って思うわけです。

痛くて結構とか思う自分がさらに痛いわけですよ。(笑)



真っ正面から忠義前にして「大好きです!!!!」って
言えちゃうぐらい大好き。(笑)
病気??(笑)
あー。まひる、好きな人に好き!!!!って言いたいタイプ。(笑)
大好きオーラ出しまくりになる人。(笑)
もうコンとか行くと目をキラキラさせちゃう人。(笑)
はい。痛くてゴメンネー。

あ。今日、月９を見てそのままTV付けっぱなしに
してたらｵﾛﾅﾐﾝCのCM見れた〜。
でもｽﾏｽﾏは見てませんけど···｡（苦笑

弟に「ｽﾏｽﾏ見てないｱﾈｷ珍しいよな」って言われましたけど。

はい。弟には「ｱﾈｷ」って呼ばれてます。（笑

もちろん弟は「ｵﾔｼﾞ、ｵﾌｸﾛ。」ですよ。（笑

いつぐらいだったのかなー。

たぶん弟が中学に入ったぐらいからかな。

そう呼ぶようになったのって。

まひるさん、中学の時ちょっと目立った子だったので

弟も有名になっちゃってさ。

で、まひるの友達に話かけられるようになって

それで「まひる姉ちゃん」とか呼ぶのが恥ずかしかったみたいで

それから「ｱﾈｷ」ですよ。

たっつぉんは弟からなんて呼ばれてるのかな???
やっぱ「兄ちゃん」???
でもｺｰｽﾞｨから見たら兄ちゃんが２人いるから

「忠義兄ちゃん」かな。（笑

呼びづら!!!!!（笑
まひるは兄ちゃんのこと「まー兄」って呼んでる。（まーにぃ）

弟はやっぱ「ｱﾆｷ」ですけど。（笑

そこは譲らないらしい。（笑

ほなおつー。



2005.07.12 Tue 大倉忠義に10萌え。

なんか眠れないのよ。

で、することもなく暇だから書いてみた。

あ。D-BOYSサイトで投票出来るんで
とりあえず赤西礼保に投票してみた。

でもね、なんかバック転失敗したとかで

顎が切れたらしく絆創膏貼ってて

ちょっとダサ。(笑)
でも全然仁ちゃんと似てないのね。

仁ちゃんの方がめたんこカッコいいもん。

礼保くんゴメンネ。

忠義の弟は芸能界は興味ないのかな??
兄ちゃんが苦労してきたこと知ってるから

違う道を歩むんだろうな。

室兄弟とか微妙に好きなんですが。(笑)
まひるは龍規推しですけどね。

でも兄ちゃんカッコいい!!!!とかならないのかな??(笑)
まひるは兄ちゃんだったらヒナちゃんみたいな

お兄ちゃんが欲しい。

結婚するならもちろん忠義ですけど!!!!(撲殺
だって忠義絶対大切にしてくれそうだもん。

口には出さないけど甘甘なメールもくれそうだし、

2人になると意外と甘えてきそうだし。(笑)
そんな忠義に10萌えぐらい。
10が満点ね。

かばえぇー!!!!
大倉忠義かばえぇーよ!!!!
すべてまひるの妄想ですが。(笑)
なんかいい加減妄想ばっかしてると

周りに嫌われるから気をつけよぅ。(笑)

じゃ、また夜に。



2005.07.12 Tue 大倉忠義を信じてます。

クリパ5列目花道横にして
今度はサマスペ3列目当ててしまった福原まひるです。(笑)
つーかあんまり嬉しくないのよ。(笑)
だって前夜祭のチケが最悪だったんだもん。

出来れば逆が良かったの。

前夜祭が前の方でサマスペはどこでも良かったのよ。

贅沢かな??
まぁ、席がどこでも盛り上がれるまひると空(@章大)ですけど。
後ろの方でノリノリになってる大倉うちわと章大うちわがいたら

まひると空です。

まぁ、サマスペガン見するよー。

今日朝6時ぐらいに寝たのに
ちょろちょろ目が覚めて11時にCD買って
13時からガン寝。
で、今やっとNEWSのシングル聴いてる。
フィエスタがめちゃくちゃ好き!!!!
元ラテン系の血が騒ぐ。(笑)
なんか思うんだけどNEWSのシングルって大空と大地が
見えてくるって思うのはまひるだけ??
要は爽やかってことですよ。

なんかそこにどっくん。(笑)
昔のどっくんなら有り得なかった。(笑)
あー。でもジュニコンで空中ブランコしてた。(笑)
あれインパクトあったなぁ。

昔のどっくん、斜に構えてたしなぁ。

あの頃のどっくんってどんな気持ちで仕事してたんだろ。

今はすごく一生懸命さが伝わってくるけど。

それが聞きたい。

なんかうたばんで中居くんがどっくんを足の裏って呼ぶの

結構好きなんですが。

足の裏って…。(笑)

なんか今日、忠義の良くない噂聞いて微妙。

噂を信じたわけじゃないよ。



まひるは忠義を信じてるから。

でもやっぱ軽く凹むよね。

なんか空(@章大)は割とそうゆうの平気って言ったらおかしいけど
あんまり言わないんだよね。

前向きだからなぁ。

空たん。

羨ましいよ。

まひるは忠義を信じるのみ。

なんか人に言って騒ぎ立てたくもないしさ。

子供じゃないんだから。そんなわけでまひるさんファイツ!!!!

ほなおつー。

ｺﾒﾚｽ

はな（＠仁） はな（＠仁）

ｺﾒﾝﾄありがとうー。

あとﾘﾝｸもありがとうねー。

早速貼っておきました。

なんかはなと絡むのﾎﾝﾄｵﾋｻで懐かしいよねー。

当時絡んでた子とかで連絡つくのはなとあゆしかいないもん。

こまちとかどうしてるか知ってる???
なんかﾌﾞﾛｸﾞが消えるちょっと前ぐらいに

メールしたんだけど

メアド変わっちゃったみたいで返事返ってこなかったんだ。

やっぱ礼保くんに投票したんだ???
やっぱ兄の影響が大きいんだろうね。

でも事務所違うとかの方がたぶん礼保くんには

やりやすいんだろうね。

ｼﾞｬﾆ事務だとやっぱ常に仁ちゃんと比べられるだろうし、

礼保くんのためにはならないと思うし。

なんか楽しみだよね。

室兄弟むっちゃ好きー[:ラブ:]



２人ともむっちゃ可愛い。

じゃ、また遊びにいきます。

これからいっぱい絡んでいこうね。

ﾖﾛｼｸ。



2005.07.13 Wed TEPPEN目指せ!!!!

あー。

今日はエイトゲストの少クラだったね。

まひるが生忠義を拝めるまで約半月。

あー。切ないでがんす。

どんだけ好きなんだって話。(笑)
ホント普通の人が見たらひくよ!!!!
この頭のおかしな人は何者??って思うよ。
でもね、アイドル好きだからってナメんなよ!!!!
って思う。

決して顔だけで好きなわけじゃないし。

まひるは忠義のダンス、歌、ドラム、

芝居とか頑張ってるとこ好きだし、尊敬してる。

それに仕事に対する姿勢、物事の考え方も好き。

ちゃんとした考え持ってるとこ素敵だなぁって思う。

挙げるときりがないんだけど

ただのアイドルじゃないよ。最近のジャニーズは。

ってことが言いたい。

プロ意識が高いんだよね。

やっぱ人気あるってことはそれだけ人を惹きつける力を

持ってるってことだと思う。

決して小バカに出来る次元の話じゃないと思うの。

顔が良くても人気そこそこって人だっている芸能界じゃん。

顔だけじゃついてこない世の中なんですよ。

でもね、ここまで一般のたいして仲良くもない人に

力説するのは困難で結局ヲタ隠してるんだけどね。(苦笑)
別にわかってくれる人だけわかってくれれば

いいって思ってるし。

知ってました??
ジャニーズの曲って案外ギョーカイで評価が高いって。

その辺のヘボアーティストより評価が高いんですよ。

自称音楽ヲタのまひるも認めてますから。

マジで。マジで。

ほなおつー。



ｺﾒﾚｽ

なつやさん

なつやさん

お久しぶり〜。

もちろん覚えてますよー。

ＮＥＷＳって空と大地って感じしますよね。

なんか野外とか似合いそうですよね。

うんうん。

噂とかいろいろあるけどそれいちいち信じてたら

身が持たないし、

それにｶﾞｾとかもたくさんあるし、

それであーだこーだと騒ぎ立てても

ﾀﾚﾝﾄさんに迷惑かかるだけだしね。

だからやっぱ自担を信じるのが１番だよね。

あ。いやいや、全然ﾘﾝｸＯＫですよー。

まひるのﾍﾎﾞﾌﾞﾛｸﾞでよければ全然相ﾘﾝＯＫです。

なつやさんのﾘﾝｸも貼りたいので

ﾌﾞﾛｸﾞのｱﾄﾞﾚｽ教えてください。

これからも仲良くしてくださいね。

なつやさんは夏の予定は???
まひるは前夜祭２日間とﾌｨﾙﾌｪｽとｻﾏｽﾍﾟが２０日、２１日の予定です。

あ。あと良かったら全然ﾀﾒ口でＯＫなんで。（笑

ほなー。



2005.07.14 Thu 大倉忠義のエロ大臣。

だーかーら。(笑)
忠義さん言ったじゃないですかー??
性欲と食欲は一緒だって。(笑
まぁ、あとは忠義さんのご想像にお任せします。(笑)
だから忠義さんはそれだけ色気があるってことですよ。

あんなことやこんなことですよ。(笑)
マジ笑ったってば!!!!
夕方から笑かすなや。

もうね、今日起きたのさっきだから。(笑)
朝まで起きてると大概夕方まで寝るね。

途中何度か起きてご飯食べたり、忠義食べたり(んなわけねっ!!!)
メール返したりしてまた寝る。

今日はまだ良い方。

最悪だとホント1日中もっそりしてるから。

最近ね、ハンター×ハンターサイトにハマってて
ひっそりこっそり見ています。

イラストとかすっごい良いやつとかあってナイスですよ。

まひるのH×H好きも相当ですわ。
ちなみにキャラはキルアとフェイタンとヒソカとクラピカが好き。

で、まひるはコミックしか買ってなくて

ジャンプ読んでないのね。

したっけさ、ジャンプと微妙に絵とセリフが

違うらしいじゃん。

ノーーー!!!!
早く言ってよ。

ショックミー!!!!
ジャンプの方が絵が荒いんだって。

なんでもいいっちゅーねん。

富樫作品は全部抑えたい派なんだから。

やっぱり結局南極ヲタなまひる。

あー。まだレンジャー、忠義までしか読んでないや。

なんかまたすばるがパワーアップしてた。(笑)



丸も語ってた。

内亮はいっぱいいっぱいそうでちょっと無事かしら??
と思ってみた。

ま、内亮のパワーはしょいでもらうとして

後はレンジャーでパワーもらうよ。

ってわけで今残りのヒナとヨコのやつ見ました。

相変わらずヒナちゃんはえぇこと言うなぁ〜。(悦姉風に)
確かに楽しいことしてる時は時間は早く過ぎる。

退屈な時間はなかなか過ぎない。

仕事の時がそう。

お客さんが来てあーでもないこーでもないとか

言ってる時は早く過ぎていくけど

お客さん来ない時はホント暇。

でもここで自分流の仕事の仕方を見つけたらえぇんよ。

いろいろ学ぶこともたくさんあるだろうし、

先輩にアドバイスもらったり探せばいろいろあるんだよね。

決まった時間を大切に使う方が有利だよね。

がんばっていきまっしょい。

ほなおつー。

ｺﾒﾚｽ

ゆか（＠聖）

ゆか（＠聖）

ﾘﾝｸ了解しましたー。

早速ﾘﾝｸ貼っておくねー。

まひるのﾘﾝｸはＪＵＧＥＭさんのやつを貼ってください。

ﾖﾛｼｸー。

ﾏｼﾞでぇ???
前からまひるのﾌﾞﾛｸﾞ知ってたんだ???
ｺﾒﾝﾄ残してくれればよかったのにー。

（ってお前もだ。）

これからはﾊﾞﾝﾊﾞﾝ絡んでいこうねー。

仲良くしてねー。



2005.07.15 Fri 大倉忠義的車の運転。

最近真面目なこと書いてないよね??(笑)

あ。ちょっと待てよ。

真面目なこと書く前に言いたいことがあるの。

あのね、忠義のタバコ吸いながら

片手ハンドルで車バックさせてる姿を想像して萌えてるまひるです。(笑)
マジカッコ良くない??
これ錦戸バージョンもありなんだけど。(笑)
とかカッコ良いとこ書いておいて

今想像したのは裏ジャニのスパイダーマンになろうで

体にダンボール巻いて車に引きずられている

大倉忠義なんですけども。(笑)
あれはマジ笑った。

腹がよじれるぐらい笑った。

まひるの求めてる笑いはあれなんですよ。

え??なんか酷くないか??(笑)
いやいや、エイトには是非とも体を張った笑いを

提供してもらいたいんですけども。

パパラッチとか。(笑)
もうホントしょーもなーっていうくだらなさが

好きなんですよ。

あ。でもこの間のギモンの錦戸発言はウケましたけど。

アレはすごいですよ。発言とバンバに殺すぞって言ったのはマジウケた。

さすが錦戸!!!!って思った。
そんな亮ちゃんがかなり好き。

でもスッポンポンであんなことやこんなこととか言うてる忠義は

もっと好きなんですが。(笑)
あー。さすがまひるの好きになる人だよって普通に

思ってしもた。(笑)

あ。で、結局真面目な話も思いつかなかったのでまた。(笑)

ほなおつー。



2005.07.15 Fri ジャニ卒だから??

今日は暑かった〜!!!!
仕事中は涼しいとこにいるけど

途中、外出るじゃん??
あぢー。

出た!!!!
山梨の夏!!!!
余裕で40度近くいくからね。
何が耐えられないかってそれですよ。

暑さに滅法弱いまひるなのでした。

つーかね、ジャニ卒した友達がいるんですよ。

なんかその人ホント卒る前なんて

まひるや空(@章大)のことシカトしてたんだよ。
それでジャニ卒して結婚したらしいんですわ。

それがいきなり手紙来て「結婚しました。遊びに来てね」ですよ。

軽く死ねって思いましたよ。(笑)
散々シカトしてたやーん。

で、たまに携帯にメールくるんですよ。

今日もきたんだけど

「旦那がNEWSのアルバム買ってきてね。曲だけ好きになりました」
とか言ってきて「はぁ??」とか思いまして。
何??曲だけとか。
そんなにジャニ卒したのが偉いんですか??
なんで上目線で言うかなぁ。

結局ジャニ卒しても友達がジャニ担しかいないから

絡んでくるわけでしょ??
アホだなぁって思った。

それに旦那って言い方も上目線ですよ。

正しくは旦那さん、もしくは主人ですよ。

アホか??
30過ぎてそんなことも分かんないのかよ。
福原家で旦那なんて言ったら殺されますよ。(笑)
ホント毎回イヤな感じのメール送ってくるのよ。

だから返事はめったに返さないんだけど

ヒマでお気楽な主婦やってるらしく



よくメールくるんだわ。

まひるはそんな人相手にする程ヒマじゃありません。

つーかもっそい眠いんですけどぉー。

今夜は早く寝るよ。

なんか昨日とか遅くまでパソのUP DATEしてたわりに
意味なしおくんだったし。

なんか弟のパソだけにあまりカスタマイズも出来ず…。
早く夏以降自分のパソ手に入れよう。

なんかね、最近1日があっという間なんですよ。
来週、空とご飯食べる約束してて

それ過ぎたら前夜祭が目前なんですよ。

美容院にも行きたいし。

意外と予定いっぱいいっぱい。

今日、忠義の話なんもしてないなぁ。

ネタギレ。(笑)
また明日にでもしたいと思います。

ほなおつー。

ｺﾒﾚｽ

なつやさん（＠ﾀﾁｮ） なつやさん（＠ﾀﾁｮ）
ﾘﾝｸ(〃'(ェ)'ｄ)(ｂ'(ェ)'〃）ありがとう♪でした。
早速ﾘﾝｸ貼っておきました。

そっかー。

まだｺﾝｻｰﾄとか行ったことないのかぁ。

いつかは行けるといいですね。

さっきなつやさんのﾌﾞﾛｸﾞ見たんですけど

携帯持ってなくて受験生って聞いてたので

中３かなーと思ってたんですが高３だったんですね。

びっくりしました。

でもやっぱ自分で働いてないうちに携帯持つってよりも

なつやさんの考えももっともだと思いますよ。



自分で携帯代払えるようになってから持つのもいいこと

だと思います。

でも家族の方にｼﾞｬﾆ好きだと言うことは話しても

いいんじゃないでしょうか。

やっぱ家族の理解がないと未成年のうちはいろいろありますし。

裏ｼﾞｬﾆのｽﾊﾟｲﾀﾞｰﾏﾝ、ﾏｼﾞで面白かったですよね。（笑

ﾎﾝﾄあのﾛｹは最高に楽しかったですよ。

あ。全然ﾀﾒ口OKですよ。
年下と言っても４つぐらいだし。（笑

４つって大きい???（笑
まー。なつやさんから見たらｦﾊﾞさんかもしれないですけど。（笑

まひるも次回からﾀﾒ口にしますね。（笑



2005.07.16 Sat ピロキー。(涙

なんか朝起きたらピロキのことですごい騒ぎと

なっていてMステ出てなかったのはこれかぁ
って。

つーかやっぱ謹慎とかあり??
なんかせっかくお仕事頑張ってるのに

台無しにするような行動には

是非とも気をつけていただきたいです。

そりゃ誰だって羽目外す時もあるけど

ピロキ達はタレントさんだからね。

影響力も大きいわけで。

だからちょっとしたことでも大きく新聞に書かれてしまうわけですよ。

それはもう自覚を持って頑張っていくしかないんですよ。

ピロキにはキツい言い方になってしまうけど。

でもピロキのとった行動でいろいろ仕事に

支障も出るわけですよ。ドラマだってどうなるか分からないし。

ちょっと安易だったね。

とりあえずは事務所の発表を待つしかないよね。

なんかホント今年は

ピロキにとってアンラッキーっていうか。

凹むなぁ。

全員揃ったエイトはいつ見れるんだろ。

ピロキ担の人、ツライと思うけど

ピロキのこと待ってあげようよ。

頑張れ。内博貴。

ｺﾒﾚｽ

ゆか（＠聖）

ゆか（＠聖）

分かる分かる。

まひるも５月に何回か忠義見てるけど

そんなんじゃ全然足りないぐらいで。（笑

最低でも月１で見たいよね。（笑

なんか今日はさ、ﾋﾟﾛｷのことで悲しい１日だった。



つーかもっとﾋﾟﾛｷ担の人とかつらいと思うんだけど

でもﾎﾝﾄ今年ってﾋﾟﾛｷにとって忘れられない年になるなーって

思うよ。

いろんな意味で悔しい思いをして。

でも今回のことはﾋﾟﾛｷに同情はしてないんだ。

飲酒なんてぶっちゃけ誰だって未成年のうちから

経験してることだと思うけど

やっぱﾋﾟﾛｷはﾀﾚﾝﾄさんだからね。

だからやっぱ行動には気を付けないといけないよね。



2005.07.17 Sun 静かに待とうよ。

もうピロキのことで泣くのは辞めよう。

泣かれてツライのはピロキだし。

だから前向きに待つ。

そりゃ7人でのエイトを見たら
泣いてしまうかもだけど。

今からピーピー泣いてても現実が待ってるわけだし。

そこは我慢してファン同士力あわせて

頑張らないとね。

もうこの話辞めた。

気持ちを切り替えて。

つーか前に空(@章大)は噂とかで凹んだり
話したりしないって

書いたんですがそれに対して

空のブログでコメントがあったんで

空のブログ参照してください。

まひるも空の意見に賛成なんだけど

でもまひるは空には話したりするのね。

空に話して笑い倒して笑い話にしたいって感じかなぁ。

良い噂でも悪い噂でもそう。

それですっきり爽快。

あ。今友達から回ってきたんだけど

ピロキのことでフジテレビに電話やFAXしてる人
たくさんいるらしいけどそういうことして騒ぎ立てることによって

ピロキの事件や印象が悪くなるだけだと思う。

だからそっと待ってあげるのが

今まひる達に出来ることなんだよ。

だから電話とかしてる人はやめてあげてください。

ピロキの復帰を遅らせるだけだと思う。

こうゆう問題は変に騒ぎ立てるのはマイナスだよ。

だって悪いのはピロキなんだもん。

ピロキだけが悪いわけじゃないけど法律違反を犯したんだから

それなりの処罰は受けないとならないんだよ。



まひるは前コンビニでバイトしてたけど

売った側のお店も50万円の罰金なんだよ。
だから仕方ないことで待つしかないと思います。

何か行動おこしたいのはわかるけど。

静かに待ちましょう。

つーか結局今日もこれで終わってもうた。(涙

ｺﾒﾚｽ

杏（＠どっくん）

杏（＠どっくん）

ﾎﾝﾄね、いろいろ署名活動とかおこそうと

してる人とかもいるらしいんだけど

でもね、ﾋﾟﾛｷは悪いことをしたんだから

それなりの代償は必要なわけで。

それを変に騒ぎたてたら事務所に、ﾋﾟﾛｷに迷惑に

なると思うのね。

だからﾋﾟﾛｷにはよく反省する時間が必要なんだと思う。

別にまひるはﾋﾟﾛｷが憎くてこんなこと言ってる

わけじゃなくてむしろﾋﾟﾛｷは大好きだし、

早く帰ってきて欲しいって思うけど

でも今回のことの事務所が見せた責任に対しての

誠意ってのが

ﾋﾟﾛｷの無期謹慎だったわけで。

そこのとこを理解してあげて欲しいなーって思うわけですよ。

きっと謹慎の間に何か見えてくるものとかも

あると思うし、きっとﾋﾟﾛｷにとって無駄な謹慎には

ならないと思うよ。

何かを得てきっとﾋﾟﾛｷは戻ってくる。

そう信じてる。

そんなわけで一緒に待ちましょう。



2005.07.18 Mon 夏は嫌いだ。

眠い!!!
もっそい眠い!!!!

周りの人に疲れてハイになってる??
ってよく聞かれるけど違うんですよ。

元々朝がもっそい弱い子で夜になればなる程

テンション上がっていくんですよ。

だから昼間のまひるはお勧め出来ません。

軽く逝っちゃってますもん。

さようなり〜って感じ。

つーか今日の暑さは何??
軽くくたばるかと思ったわよ。

昼間外に出たらめまいがしたよ。

やっぱ断然冬の方が大好きな10月生まれのまひるです。
つーか仕込みはもしや年末年始か??(笑)
仕込みとか言うなや。(笑)

今日ネタない。(笑)
なんかピロキのことしか頭にないから

忠義のことも考える余裕がないのね。

つーか忠義だってショック受けてるはずなのに

その心配すら出来ない

バカちん。

いろんなこと考えるの苦手なんだもん。

つーか眠いから寝ようかな。

つーか今日世間様は祝日だったのね。

裏山〜。

激しく裏山〜。

ほなおつー。



2005.07.19 Tue テンションあげてこ。

今日も12時間寝ました。
あー。ホント寝溜めが出来ればいいのにと

ほざきつつ本日も始めます。

刻々と前夜祭の日が近づいているにも関わらず

憂鬱。

ピロキのいない前夜祭。

心から楽しめるんだろうか??
今日、新聞のTV欄のしょいのとこ見たら
ピロキの名前が消えていた。

やっぱカットなんだ。

ピロキのいないしょいなんて。(涙
亮ちゃん助けて。

苦しいよ。

なんて弱音をはいてる場合じゃなく

まひる達ファンがしっかりしないとダメなんだよ。

そういや、関テのドラマとかもお蔵入りしちゃうのかな??
イヤやー。それだけは勘弁して。

せっかく初のエイト揃ってのドラマ。

忠義はドラマ初だし、

みんなで頑張ったドラマやん。

それがお蔵入りするのは悲しい。

なんか毎日ピロキのことを考えて過ごしている自分がしんどい。

なんかツライこととかあっても空(@章大)に
話して笑い話にしているんだけど今回は笑えない。

あー。また暗くなってもうた。

自分でも前向きにいかなきゃダメってわかってるのに

暗くなってまう。

あー。ホントダメな自分。

そうそう話変えます。

そろそろ美容院に行かねば!!!!
って思ってたら美容院から30%オフのハガキが!!!!
やったね。



来週行くべ。

世間様は夏休みだし、早めに予約入れて行くべ。

つーか昨日ダンレボのムービーゲットしてご機嫌。

あとはオロナミンCのムービーゲットだぁ〜。
一応KAT-TUNの過去のCMは全部ムービー持ってて
ナイス自分!!!!
とか思ってしまうんですが。(笑)
ダンレボのCMマジかっけー!!!!
仁亀最高〜!!!!
とかもっそいテンション上がる。(笑)

ほなおつー。



2005.07.20 Wed 代役田口淳之介。

やっぱり淳之なんだ??
昨日そんな話を聞いて

なんかなーって思ってたら

今日正式発表があって

しょいの来週からは淳之なんだって。

つーか淳之的には大抜擢で嬉しいのかもしれない。

いや、代役という形は荷が重いと思ってるかも

しれない。

だってあのドラマって内亮のコンビネーションが

あってこそのドラマだと思うのね。

だからやっぱ微妙。

まひるは忠義に代役やって欲しかった。(笑)
いや、マジで!!!!
でも内のイメージに1番近いって言えばやっぱ
田口さんなのかも。

と昨日から自分を納得させる理由を考えていた。

田口さんは全然嫌いじゃないよ。

むしろ好きだし。

でもこうするしかなかったんだよね。

田口さん、ピロキの代役頑張ってください。

出来ればピロキのイメージと変わりなくやって欲しい。

ギモンも来週分から撮り直すらしい。

なんかホントピロキはたくさんの人に

迷惑をかけることになってしまったね。

芸能人という自覚をしっかり持って帰ってきて欲しい。

決して辞めるとかそんな無責任なことはしないで欲しい。

男ならちゃんと反省して帰ってきた時に

仕事で見返してやるぐらいの覚悟で頑張って欲しい。

エイトのみなさん、ぜひピロキのことを支えて

あげてください。

よろしくお願いします。

ほなおつー。



2005.07.21 Thu 大倉忠義くんありがとう!!!!

今日は相方空たん(@章大)とご飯食べに行って来ました。
よっぽどじゃないと凹まない空も

かなりダメージ受けていて

でも１人よりは２人って感じで

久々に笑った気がした。

空、ありがとう!!!!

そして忠義ありがとう!!!!
忠義の気持ち頂きました。

忠義に勇気づけられました。

ホントにホントにありがとう!!!!
忠義だって苦しいのは一緒なのに。

いや、まひる達より苦しいのかもしれない。

忠義なりの精一杯の言葉だったんだと思う。

でもまひるには忠義の気持ち伝わったよ。

忠義を好きで良かった。

エイトを好きで良かった。

関ジャニ∞担当福原まひる。

8→1

８人で関ジャニ∞

ｺﾒﾚｽ

沙穂（＠慶一郎・忠義）

愛流（＠仁）

沙穂（＠慶一郎・忠義）

ﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝねー。

昨日携帯から更新して放置したから。（苦笑

なにやら数日かなりの衝撃を受けて

仕事もままならない状態だったわけですけども

http://www.geocities.jp/uchi8kikaku/


今日のﾚﾝｼﾞｬｰの忠義のｺﾒﾝﾄに救われた。

忠義が８→１と言うならば

まひる達ももちろんそのつもりだし、

その気持ちに答えねば!!!!って思ったんだ。
あ。そう、それで話脱線したんですが

メロ友OKよー。
温泉で申し込みしておくからお返事待ってるよー。

愛流（＠仁）

まひるも忠義が代役だったらいいなーって思ってました。

でも田口さんでも全然OK。
ただ亮ちゃんと田口さんってそんなに今まで

絡んでなかった気がするから

亮ちゃん、人見知りだし大丈夫かな???
っていう心配ぐらいです。

でも淳之もすごく気遣いの出来る子だと思うので

きっと亮ちゃんの心を和ませてくれると

思ってます。

頑張れ。錦戸亮。頑張れ。田口淳之介。



2005.07.22 Fri 大倉忠義に感謝。

まひるは今日から新たな1ページを開いて
いこうと決めました。

ピロキのことでいつまでもグダグダしてても

しゃーないやん。

でもピロキのことはいつも背負ってるってゆーと重いけど

心はピロキを思ってる。きっと他のエイトや関ジャニのメンバーが

前夜祭、サマスペ、

一生懸命盛り上げてくれると思うんだ。

一緒に笑ったり楽しんだりしてそれでエイトも

忠義の言ってた

8→1をまひる達も思っていることを感じてくれるかもしれないって
昨日、佳奈(@忠義)と
メールしてたんだ。

でもまひるは心配性で

ピロキのいない状況でも何も変わってないって

思われるのが怖いの。

だからピンクのものを

持つことにした。

ピロキも一緒だからってことを

ストレートに伝える方法。

これは考え方ひとそれぞれだと思う。

なんかその話してた時、佳奈は強いなぁって思った。

まひるは自己満足のために何かをしないといられない。

自己満が半分だもん。

実際どうしたらエイトが1番喜んでくれるとか
ぶっちゃけもうわからなくなってるもん。

ただこれだけは言える。

忠義達が現実忘れるぐらいイヤなことすべて

吹き飛ばしてくれるぐらいの気合いで臨んでくれること。

だからまひるもめーいっぱい楽しんでくるよ。

すばるありがとう!!!!
亮ちゃんありがとう!!!!
丸ありがとう!!!!
章大ありがとう!!!!



ヒナちゃんありがとう!!!!
ヨコ、ありがとう!!!!

そして我らが王子

大倉忠義に感謝!!!!
忠義ありがとう!!!!

そして内博貴頑張れ!!!!

今日からまひるの新しいページが始まります。

ｺﾒﾚｽ

ﾋﾒｸﾞﾏさん（＠忠義・淳之介） ﾋﾒｸﾞﾏさん（＠忠義・淳之介）

早速のお返事ありがとうございます。

早速ﾘﾝｸ貼っておきました。

ありがとうございます。

なんかﾎﾝﾄすごく忠義の言葉に励まされました。

昨日ほど大倉担で良かった。

って思ったことはないですよ。

ﾎﾝﾄに忠義にありがとうと言いたい。

この気持ちを前夜祭とｻﾏｽﾍﾟでエイトにぶつけて

こようと思いました。

８→１ってｽﾃｷですよね。

あと田口さんにもしょい頑張ってもらいたいです。

代役とは普通に役をもらうのとは違って

背負うものが大きいかと思うのですが

前向きな淳之ならきっと立派にこなしてくれますよね。

楽しみです。



2005.07.23 Sat 大倉忠義ヲタ。

さてさて最近の忠義さんのビジュが全く

どうなってるのか不明なまひるです。

なんかちょっと前にまた髪切ったんでしょ??
たぶん今度のギモンで

御披露目だよね。

楽しみだなぁ。

たぶん城Hで確認とか無理っぽいから
ギモン、ガン見しとこ。

つーか新しいコンタクト買いに

行きたかったんだけど

結局お金と暇がなくて行けなかった。

しかもまだ前夜祭に着て行く服決めてない!!!!
どんだけ呑気なんだよって話。

つーかいい加減仕事の

長期休みもらう時って

大阪行く時で会社の

関西人の先輩に「GO WEST??」とか聞かれて
もうほぼヲタバレしてる??
いいんですけど。(笑)

つーかエンタの前にやってるドラマは何??(笑)
全然ノーチェックだったし、なんか怖い。(笑)
先週初めて気がついてちょっと見たんだけど

めっちゃ気になる。

今日夕方めっちゃ地震大きくてびっくりした。

大きいとこは震度5とかあったらしいけど
山梨ではどうだったんだろ??
めっちゃ揺れてた!!!!

今日ネタなしなので

この辺で。



ほなおつー。



2005.07.24 Sun 大倉忠義に会いたいです。

5時間睡眠が非常に眠い大倉担まひるです。
12時間とか寝かせてー!!!!
寝る子は育つ。(育ちすぎ)

いやね、今の仕事辞めてバイトしながら服作ろうかと思って。

まだ決めてないけど。

親にも話してないし。

今の仕事ホント時間なくてミシン踏んでる時間ないの。

でも仕事は嫌いじゃないんだ。

だからマジ悩む。

でもミシン踏めなかったら腕落ちるし。

それはピンチだし。

ちょっと考えよ。

仕事から帰ってきたらオカンがお風呂に

出かけてていなくて

ご飯食べてたら

甥っ子が沢ガニを川で取ってきたって見せにきた。(笑)
よその子は可愛いとかはめったに思わないけど

うちの甥っ子はめためた可愛い。(笑)
めっちゃタレ目で可愛い。

たれぱんだみたい。(笑)
今日お祭りにZEBBRAが来ててん。
めっちゃ行きたかったのにな〜。

つーか山梨のお祭りにもエイトとか来ないかなぁ??
山梨のしょぼいお祭りになんか来ないよなぁ。(涙
来てホッスィー!!!!(笑)

あー。あとちょっとで前夜祭。

なんか段々テンション上がってきたよ。(笑)
早く忠義に会いたい!!!!



2005.07.25 Mon 大倉忠義をキャンプに誘え!!!!

今、台風来てるらしいね。

前夜祭は程よく天気いいといいな。

相方の空たん(@章大)、空とか言う名前なのに
雨女らしいです。(笑)
たぶんまひるが晴れ女。(笑)
その分ヘタレですけど。(笑)
今日も仕事中、凄い雨降ってて帰りバイクは

イヤだなぁとか思ってたら帰り止みました。

で、また降ってるし。

さすが晴れ女。

でもヘタレです。(笑)
大倉忠義さんはヘタレは嫌いですか??(笑)
まひるもどっちかと言えば関ジミ3とか
3バカとかに入る部類なんですけど。(笑)
決して2トップとかじゃないです。(笑)
でも嫌いにならないでくださいね。(笑)

あ。そうそう、今日コンビニで花火見ててん。

今画期的な眼鏡あるんだね。

なんかライトとか花火とかをその眼鏡で見ると

明かりがミッキーとかの顔に見えるの。

種類はたくさんあって

キティちゃんとかプーさんとか

アンパンマンとかドラえもんもあるの。

まひるはアンパンマンが欲しいんだー。

忠義と花火がしたいです。しばし妄想。(笑)
はい!!!!満足しました。
つーかエイト8人とキャンプして花火したいよね。
しばし妄想。時々ニヤリ。(笑)
はい!!!!満足しました。
えぇなあ。エイトとキャンプ。

ちなみにまひるはキャンプは仕切るタイプではありません。

みんなが準備してる中、横っちょのとこでバドミントンに

熱くなってるような人です。(笑)
あ。でもお手伝いはしますよ。



やっぱエイトだとヒナちゃんが仕切るのかな??
そしたらヒナちゃんのアシスタントぐらいは

します。(笑)
たぶんチームヘタレーズの場合は空たんが仕切る派。

でも待ち合わせの場所とか時間を指定するのは

まひるの役目。(笑)
そこは以外とせっかちさんなんで。(笑)
待ち合わせ時間の15分ぐらい前にはスタンバる人ですから!!!!

まずまひるは遅刻とかないね。

家出る1時間前には準備出来てるから!!!!(笑)
はやっ!!!!

あー!!!!
大倉忠義さんと待ち合わせとかしたいです。

もう待ってるだけで心臓バクバクですよ。(笑)

あー!!!!
いい!!!!
ナイスだわ!!!!
ちなみに先月のポポロな感じで妄想してみました。

今、携帯の待ち受けがそれ。

先月のグッドビジュ大倉忠義!!!!(笑)
マジ携帯見て萌え萌えしてるわ。(笑)

ほなおつー。

ｺﾒﾚｽ

ﾋﾒｸﾞﾏさん（＠忠義・淳之介）

色葉さん（＠忠義）

ﾋﾒｸﾞﾏさん（＠忠義・淳之介）

ﾘﾝｸありがとーございます。

後で確認に伺いますねー。

つーか明日、いよいよ田口さんの三郎ﾃﾞﾋﾞｭｰ日ですね。



もうめちゃくちゃまひるが緊張しています。

やっぱ代役って大変ですよね。

なんか最初はｳﾃｨのｲﾒｰｼﾞでやって欲しいって思ってましたけど

今は田口淳之介流の中田三郎でいいんじゃ

ないかと思ってます。

明日が楽しみです。

前夜祭、もうすぐなんですが全然実感とか

わいてなくて。

思考がすべてﾋﾟﾛｷに奪われてるからなんですけど。（苦笑

また行ってきたらここで報告したいと思います。

色葉さん（＠忠義）

ﾘﾝｸありがとうございます。

ここ見てくださってたんですね。

まひるもずっと色葉さんのﾌﾞﾛｸﾞのﾀｲﾄﾙ気になっていて

それで昨日、ｸﾘｯｸしました。（笑

つーかｸﾘｯｸが遅くてｺﾞﾒﾝなさい。(ノ_・。)クスン
ｻｲﾘｭｳﾑ使うの反対してる人もたくさんいるそうですね。

まひるも悩んだんですけど

少しでも自分の気持ちをエイトに伝えたくて

ﾋﾟﾝｸのｻｲﾘｭｳﾑを持つことを決めました。

でもぜひ会場がﾋﾟﾝｸのｻｲﾘｭｳﾑでいっぱいになって

くれたらいいなって思ってます。

これからヨロシクお願いします。

仲良くしてくださいね。



2005.07.26 Tue 神様が与えた試練。

今日サマリー初日だったね。

ちょっとレポ見たけど内に関しての

謝罪コメントあったらしいね。

切ない。

で8人でのフライングは北山くんが代役を務めたとか。
ホント切ないよ。

もう2度とこんな思いはしたくないと数年前にも思った。
でもまた起きてしまった。

とりあえず昨日ピロキへの思いは3つ目のブログで語った。
3つ目のブログは1ヶ所だけ
リンク貼ってあるとこあるんで探してみてね。

ヒントはプロフです。

ひっそりこっそりサイトなんですけどね。(笑)

あ!!!!
今日のギモンは忠義の髪切ったやつが見れる!!!!
つーかいつ切ったんだ??って感じ。
もう伸びてたらショックなんですけど!!!!
忠義さん、たのんますよー。(笑)
なんかギモン収録のあった日のレコメンあんまり横が笑ってなくて

会話のキレも悪くてなんかやっぱピロキのことなんだろうなって

思って凹んだ。

だからギモンもちょっと不安で。

でも相方の亮ちゃんが今日、歯を食いしばって頑張ってたわけで

そんな亮ちゃんを応援せなって思った。

内がいないとなんもでけへん言うてた亮ちゃんだから。

亮ちゃん頑張って!!!!
しょいだよ!!!!しょい!!!!
がんばってーいきまっしょい!!!!っしょい!!!!
ピロキとやったやん。

いきまっしょいのポーズ。

可愛かったよ。

あの時の気持ちを忘れないで。

亮ちゃんの内がいないとなんもでけへん

って気持ちわかるよ。



まひるも相方の空(@章大)がいたから乗り越えてこられたこと
たくさんあるから。

今だってそう。

試練ってね、神様がこの人なら乗り越えられるからって

与えるものなんだって。

だからきっとこの試練も内博貴なら乗り越えられるからって

与えられたものなんだよ。

そう思ってみんなで乗り越えていこう。



2005.07.27 Wed ちゃんとあなたのこと見てるから。

つーかシャンプーの詰め替えパック買ってきたら

ボトルの方をオカンが捨てちゃって。(死
いつも詰め替えパック買ってるのにー。

つーかバカちん!!!!
誰だよ。まひるのシャンプー使ってるのは!!!!
使うのはいいけど使うならなくなった時も

ちゃんと買ってくれって話。

殺すよ??
って殺気立ってて申し訳ない。

頭痛くてさ。

昨日、家の会社の事務所でヘビと遭遇。

で、朝早くからヘビ探ししてて。

結局見つからず。

でももういい。

パソ禁辞めたから。(笑)
ヘビと遭遇するかもだけど。(笑)
つーか見つからないのが気持ち悪い。

あ。そうだ。

今日雑誌買ったんだ。

マジM誌、号泣だから!!!!
あの漫画がピロキ中心に書かれてて

今この話は切ないよ。

でも漫画で描かれていたピロキの苦悩は気づいてたけどね。

結構ヲタもバカじゃないんで気づいてる人

多かったんじゃないかなぁ。

先月のやつもそうだし。

でも忠義の冒頭の部分は笑ったけど。(笑)
お前何色だよ!!!!(笑)
黄緑って英語でなんて言うん??
のっそりもっそりしてる忠義が可愛かった。(笑)
のっそりもっそりしてるくせに下ネタ好きだし。(笑)
やっぱそこで笑うか??
みたいな。(笑)
(昨日のギモン参照)



あ。そういや、章大が前髪上げてて可愛かった。

つーかマジ頭痛い。

薬飲んだけどさ。

早めにパソやって終わらせて寝るか。

あ。なんか近所のパン屋がつぶれてて

もっそい悲しかった。

オカンに朝一で買ってきて

って言われて行ったら閉まってて。

近所の人に聞いたらつぶれたって。

パン好きのまひるには悲しいお知らせでした。

でもね、ホントたかがファンだけど侮れないと思うんだわ。

結構どんなことで悩んでるのかとか

気づいてるんで。

見抜かれてますよ。

大倉忠義さんも。(笑)
細かいとこまでは気がつかないかもだけど

だいたいの部分はわかるよ。

だてにヲタ9年やってないし。(笑)
アホっ面してても見てるとこは見てるんでね。(笑)

ほなおつー。



2005.07.28 Thu 錦戸亮にくいね。(笑)

錦戸亮さん、にくい演出ありがとう。

詳しくは∞レンジャーの亮ちゃんの後半部分を
縦に読んでください。

ちょっと泣いちゃったやん。

一緒に待とうよ。

亮ちゃん。

亮ちゃんありがとう。

忠義ありがとう。

エイトのみんなありがとう。

やっぱりメンバー愛ではどこのグループにも負けてないと思う。

そんなエイトが大好き。

エイト担で良かった。

つーか明日早く起きれるかなぁ。

お金降ろして買い物に行かないと。

ビデオテープもないし、お泊まりセットもないし、やぶぁいよ。

洋服も出来れば買いたいし。

忙しい〜!!!!
月末給料日とかホント切ないんですけど。

これがまひるの準備出来なかった理由。(笑)
どんだけ貧乏人なんですか??

そだ。空たん(@章大)から聞いたんだけど
今年もやぐらがあるとか。

マジでぇー!!!!
めっさ行きたいってばよ!!!!
でも空たんとほんじゃにで放送されるの期待して

行かないでいようって決めたんだ。

クリパとかあったら申し込みくると思うし。

つーかマジで大阪に住みたい。

空たんとよく1年限定でいいから大阪に住みたいよねって
言ってるんだ。

ま、早く言えば忠義さん、お嫁ちゃんにもらってくだちゃい。

ってことなんですけど。(キモイ。ヤメレ)



忠義さん、聞こえました??
あれ。返事がないぞ。

拒否かよ!!!!(笑)
まぁ、いいんですけど。(笑)
一生片思いですけど

でもまひるはいいんです。

大倉忠義を好きだというまひるの気持ちに

一点の曇りもないわけで。

それで満足っていうか。すごくすがすがしくて

そんな自分が嫌いじゃなくて。(笑)

まぁ、そんな感じなんですわ。(笑)

ほなおつー。



2005.07.29 Fri もうすぐ大倉忠義さんに会える!!!!

やっかし??(笑)
やっかし日曜日雨降っちゃう??
スーパー雨女の空たん(@章大)大活躍やん。(笑)
もうね、昨日の夜、前夜祭１人リハを

まひるさん頑張ったからバッチシだよ。

夜中もっそいテンション上げ上げだったから。(笑)
久々にやったね。

１人リハ。(笑)
だってさ、お金ないからお茶でもすすってるわ。

って言うたら１人リハしろって空たんがうっさいねんもん。

だからハリキリ隊でやってやった。(笑)

あとね、レコメンの「どやっ」ってやつと

「マジでか??」ってやつ
めっさ笑った。

途中ヨコがその２つのボタン押すだけでしゃべらないのとか

めっさオモロかった。

やっぱヒナヨコオモロー。

ホント大好き!!!!

今まひる、もっそい唇が荒れてて

ずっとリップ塗ってるんだけど治らなくて。

で、オカンに言ったら内臓やられてるんじゃない??
って言われてさ。

確かに!!!
とか思ったので前夜祭から帰ったら病院行きます。(涙
あと視力も落ちてるから新しいコンタクトも買わないとね。

目がシバシバしてしゃーないねん。

もうドリボのちょっと前からだからヤバいよね。

今日空たんとご飯食べて夜行バスに乗ります。

とりあえず支度せねば!!!!
大倉忠義さんに早く会いたいよー!!!!
待ってろよー!!!!
大倉忠義!!!!(笑)



ほなおつー。



2005.08.01 Mon 大倉忠義の見せ場。

昨日深夜にブラストの特集やってて

見たのね。

日本人唯一のメンバーナオキさんのテクニック

十分見せてもらった。

マジすげぇ!!!!
昨日は席が遠くて忠義のパーカションソロ部分

よく見えなかったけど今日はメインステージの方で

やってくれてバッチシ見たんだけど

昨日ナオキさんが披露してくれたテクまんま忠義もやってて

すげぇ!!!!って思った。
バックハンドって言うのかなぁ。

叩きながら間にスティックの手首返して

スティックの下部分で叩くの。

これはまひるには絶対出来ないかもって思った。

忠義も相当練習したと思う。

昨日の今日で忠義のテクがすべてどんなに凄いかわかった。

ブラストは今日本に滞在してるから

たぶん忠義はナオキさんのとこ訪問して

今回のテク教わったのかも。

とか思った。

ぶっちゃけファイブウエストなんて本家ファイブに

劣ってるぐらいに思ってたまひるですが

最近の忠義の頑張りで

完全に見方変わった。

あとね、章大がたっちょんって言うあだ名を命名した人だったらしい

んだけどあまりにもみんながたっちょんって呼ぶからイヤになって

忠義って呼ぶらしいんだけど彼女か??
みたいな話になってその気持ちが忠義に言わせりゃ「重い」んだって。(笑)
マジ忠義面白いんですけど!!!!
あと丸とすばるの息のあった一発芸みたいなの

マジウケたし。

あと「めぇー」って羊の鳴き声とかめっさ流行ってて



それの理由とかも

エイトが北海道行った時にヨコがあれは羊のオヘソですか??
みたいに聞いたら

あれは羊のおちんちんですって言われてそこへ

タイミングよく羊が

「エェー。」って返事したらしく

それからエイトの中で流行ってるらしい。(笑)
マジエイト面白いんですけど!!!!

でね、まひるな今日の席、いろは節の時太鼓叩く忠義がリフターで

上がってくるんだけど

ちょうど真横で目線の高さも一緒で

きたー!!!!福原ミラクル!!!!
って思った。(笑)
でも本日の福原ミラクルは丸でしたけど!!!!(笑)
マジウケたし。

そうそう忠義、パンフやサイン色紙にも

8→1って書いてて凄いなぁって思った。
それ見るたびどれだけ勇気づけられることか。

なんか忠義に触れるたびもっともっと

忠義のこと好きになってる自分がいる。

ホントに中途半端にやってることが何ひとつなく

何事にも一生懸命で頭が下がる。

ファンサもよくて優しくて仲間思いで最高に男前。

まひるは一生忠義愛貫きたいと思います。

ホントにあっという間の2日間だったけど
最高の前夜祭だった。

最高に楽しい時間をありがとう!!!!

俺達が関ジャニ∞!!!!

ヒナちゃんとまた大阪城ホールで待ち合わせって約束したし。



大好きだよ。

すばるが好き。

亮ちゃんが好き。

丸が好き。

章大が好き。

ヒナちゃんが好き。

ヨコが好き。

まひるのもっとも尊敬して愛する男、大倉忠義!!!!
大好きだよ。

そして気持ちは常にピロキと一緒だから。

貴重な時間をありがとう。

忠義達の頑張り見届けました。

ホントにありがとう。

最高の思い出が出来たよ。

ほなおつー。



2005.08.01 Mon 負けないぞぉー!!!!(笑)

今朝、山梨に帰ってきました。

大阪に着いて何が1番びっくりしたかってセミですよ。(笑)
なんで大阪はセミが多くて鳴き声も大きいの??
余計に暑く感じる。

山梨なんてたぶん聞こえるのは1匹か2匹ぐらい。
でも暑さは同じぐらい。(笑)

つーかお腹空いた。

朝、帰りに空たん(@章大)と朝マック買って
帰って来てそれ食べて寝たから。

マジ今、全身筋肉痛で動けない。(笑)
そんなにハリキリ隊だったかなぁ??(笑)

あ。

そういや、31日、忠義前髪をピンで留めてて可愛かった。
まひるさん密かにオソロ。(笑)
つーかまひるの場合ただの前髪伸びすぎなんですけどぉ。(笑)

でさ、大倉担の多さにビビり。(笑)
前後左右どこ見ても大倉うちわ満載。(笑)
凄いんだなぁって思った。

改めて大倉忠義の偉大さを噛み締めてみました。

そんなわけで気を引き締めてブログの方

頑張っていこうと思います。

これからもよろしくお願いします。

あ。そだ。

ポスター貼り変えた。

忠義一色。(笑)
今回のポスターって今までのバックが無地とかじゃなくて

森の中みたいで綺麗なんだよね。

忠義、花粉症の妖精役とかマジ楽しみ。

早くサマスペ行きたいよー。

ホント忠義の芝居は凄く自然でうまくなったよね。

なんかホントどんどん伸びてる忠義にびっくり。



努力してるんだなぁって思ったら

まひるも頑張らないとなって思った。

つーか只今抜け殻なのでまた明日にでも

気合い入れたコメントしたいと思います。

ほなおつー。

ｺﾒﾚｽ

ゆうさん

ﾋﾒｸﾞﾏさん（＠忠義・淳之介）

ゆうさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

前夜祭のたっちょん、ﾏｼﾞかっこよかったですよね。

ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝｿﾛとかあれはﾌﾞﾗｽﾄのﾅｵｷさん直伝ですね。

３０日の公演を見た後、ﾎﾃﾙに帰って相方とＴＶ見てたら

ﾌﾞﾗｽﾄの特集やってたんですよ。

それでﾌﾞﾗｽﾄのﾅｵｷさんがたっちょんにﾄﾞﾗﾑ教えて

くれたんだよー。みたいな話してたら

ﾅｵｷさん特集で。（笑

たっちょんがやってた細かなﾃｸﾆｯｸ、ﾅｵｷさんが見せてくれたんですよ。

で、次の日見たらたっちょんが同じやつやってたから

あー。ﾅｵｷさん直伝だったんだー。とか思って

ﾘｱﾙに感動しましたね。

今度ﾌﾞﾗｽﾄの東京公演がある時は観に行きたいなー

って思ってます。

はい。ありがとうございます。

また遊びに来てください。

お待ちしてます。

ﾋﾒｸﾞﾏさん（＠忠義・淳之介）

たっちょんのﾊﾟｰｶｯｼｮﾝｿﾛﾏｼﾞでかっこよかったですよ。

あれだけでも大阪に行った価値ありって思いました。



しかも３０日公演観た後の深夜にﾌﾞﾗｽﾄのﾅｵｷさんの特集を

ＴＶでやっててそれ見ちゃった次の日に

生でたっちょんのﾅｵｷさん直伝のやつ見れたんで

ﾘｱﾙに感動しましたよー。

ﾌﾞﾗｽﾄの大阪公演がもうすぐあるんですけど

ｻﾏｽﾍﾟ中なのでたぶんたっちょんは観に行けないと

思うんですけど

まひるも１度はﾌﾞﾗｽﾄの公演を観たいなーって思ってます。

生忠義最高ですよー。



2005.08.02 Tue ﾌﾟﾁ忠義。

なんかね、頭かち割ったらﾌﾟﾁ忠義がいっぱい

出てきそうなぐらい脳内忠義ですよ。（笑

かなりの勢いで繁殖しています。

部屋の左右の壁に忠義のﾎﾟｽﾀｰ貼ったんで

右見てﾆｬﾘ。左見てﾆｬﾘ状態。（笑

やっぱり変態なまひるなのです。

そんな状態なので冷静な判断に欠けています。

なんか「Ｏｎｅ　Ｗａｙ」の方で元担への思いみたいな

やつ書いたんですけど

なんかかめちの言ってるのとちょっとﾆｭｱﾝｽが違うのかも

とかちょっと思ってみたんですけど。

まぁ、そこはみなさんの判断に任せます。

今、脳内忠義中なんで。（笑

うーん。まひるが元担の誰が好きとかって言うと

ちょっと話が違うんですけど

でも忘れられない元担さんはいますね。

その元担さんはｼﾞｭﾆｱを辞めちゃったんですよ。

突然に。

だから余計に思いが残ってるっていうのかなー。

会いたいなーとか思う時あるし、

なんか無性に切なくなる時もあるし。

だからと言って無理して大倉担やってるわけじゃないし、

今は忠義が１番大事な人だし

でも忠義と比べること事態がおかしな話だと

思うんですよ。

元担さんは確かにまひるの忘れられない人だけど

でも今は過去の人なんですよ。

完全に。

もう３年ぐらい見てないわけだし、

思い出って綺麗な部分しか残らないでしょ???
だから忘れられない過去とかまひるは有りだと

思うんですよ。

綺麗な思い出の１つや２つ誰にでもあると思うんですよ。



つーかない人の方が少ないんじゃないかなー。

だからまひるは元担のことで忠義に後ろめたいとか

忠義ｵﾝﾘｰ担の人に失礼とか全然思わないですよ。

まひるの過去は過去であって

今は普通に忠義ｵﾝﾘｰ担です。

副担に誰とかもいないです。

そりゃ誰が可愛いとかカッコイイとかは思ったりするけど

それは忠義のこと好きって思う気持ちと

別物だし。

誰が可愛いとかそうゆうのは次の日になったら

取って代わる人がいたりするんですけど

忠義の代わりになる人なんていないんですよ。

この気持ちは忠義だけに向けられた感情なんです。

なんて書くと忠義から見たら「重い」のかもしれないけど。（苦笑

いいんです。

忠義に重いと言われようが好きなんです。

大好きなんです。



2005.08.03 Wed 拝啓、大倉忠義様。

もうすぐサマスペだね。

なんか今回は早々とパンフを買ったんで

予習はバッチシね。

つーか今回のパンフもポスターもうちわも

忠義めっちゃカッコいい!!!!
なんか会場歩いてる時、忠義と亮ちゃんのポスター

持ってる人すごい多かった。

いや、両方買ったんですけどね。(笑)
すごい!!!!
亮ちゃんに並ぶぐらい人気なんてさ。

いつの間に。って感じ。

この!!この!!この!!(笑)
嬉しい気持ちもあるんだけどぶっちゃけ寂しいってのもあって。

やっぱ自分もそれだけの大勢の中の１人でしか

ないわけでしょ??
なんかそれが切ない。

まひるから見たら大倉忠義って人は世界にただ１人しかいない

大切な人なんですよ。

でもまひるのちっぽけな存在なんて忠義が知るわけもなく。

時々切なくなるんだけどでも前にも話したかもだけど

まひるの忠義を好きな気持ちに一点の曇りもないんですよ。

忠義を好きで居られることが幸せっていうか。

だからまひるは同担とか嫌いじゃないよ。

同じ思いを共有してるわけだからさ。

むしろ仲良くしたいっていうかさ。(笑)
でも忠義の表面しか見てない人は同担と

認めたくない。

あと忠義に迷惑かけてる人とか。

そんなのファンじゃないし。

なんてまひるが言う資格ないかもだけど。

何が正しいファンなのかもわからないけど

最低限のマナーは守りたいよね。

そして忠義の力になれるファンになりたいです。

ほなおつー。



2005.08.04 Thu エイトに大きな感謝。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけども。

今日は大好きな木曜日。

そう、∞ﾚﾝｼﾞｬｰの更新日なので
エイト全員にｺﾒﾝﾄしようと思います。

なんか嬉しくてﾃﾝｼｮﾝ上がっちゃってるんで。（笑

渋谷すばる様

大阪城ﾎｰﾙお疲れ様でした。

ﾎﾝﾄにまひる達eighterの方が感謝してるぐらいで
まひるもすばるに出会えたことすごく嬉しく思ってます。

すばるのいろんな苦悩の時期を見てきて

そして現在の渋谷すばる。

むちゃくちゃ男前です。

これからもたくさんの思い出作っていけたらいいなって

思ってます。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

すばると丸ちゃんのﾊﾟｧｰﾝﾏｼﾞ最高!!!!!（笑

内博貴様

みんなで頑張った城ﾎｰﾙでした。

今度城ﾎｰﾙで会う時はあなたも一緒じゃなきゃ

絶対ｲﾔですよ。

きっとあなたにもみんなの声届いてると思います。

１日も早くあなたの笑顔が見れる日を

楽しみにしています。

そしてエイト最高です。

８人で１人のエイト愛最高です。

錦戸亮様

亮ちゃんの言葉ステキです。

目の前にある事を１つ１つ完璧にやり遂げることが

大事だと思います。

日々の積み重ねによって夜道を月明かりが



照らしだしてくれるように

道が見えてくると思います。

ちゃんと前を見て歩いていくことが大事ですよね。

過去を振り返ることも大事だけど

まず前を見なきゃ前進しないと思います。

毎日忙しくて大変だと思うけど

体を休められる時間のある時は十分に

充電してｹｶﾞや病気のないよう頑張ってください。

丸山隆平様

いろんなｱｰﾃｨｽﾄのﾗｲﾌﾞとか観たりすることも

大事ですよね。

まひるも自分の音楽の枠を広げたくて

ｼﾞｬﾝﾙ問わず何でも聴きたい方なんで

すごく丸の一生懸命さが伝わります。

お芝居の勉強したり音楽の勉強したり

いろいろやれることってたくさんあると思うんですよ。

これからも頑張ってください。

そしてﾎﾝﾄ人間は日々悩み苦しみ、

そして前に進んでいくものだと思ってます。

無限大の可能性に向かってLet's　Fightです。

安田章大様

ﾎﾝﾄに関ジャニ∞は最高で最強だと思います。
章大のものすごく楽しんでる顔最高でした。

前夜祭から帰ってきて数日は抜け殻でしたね。（笑

すごく楽しい時間をありがとう。

すばるBANDの時の衣装すぐ分かったよ。
相方の空（＠章大）があれだよーってすぐ気づいて

教えてくれたんで。

ﾗｲﾝｽﾄｰﾝめちゃ可愛かったです。

まひるも洋服作ることが本職なんで

章大に負けないように頑張っていくからね。

大倉忠義様

エイトの気持ちは十分過ぎるほど届いたよ。

ホントに楽しい時間をありがとう。



確かにまひるも不安定だったりしたけど

でも忠義の言葉があったからこそ大阪まで

頑張って行けた。

忠義の言葉はいつもｽﾄﾚｰﾄに心に伝わってきて

すごく嬉しかった。

忠義がいたから頑張れた。

エイトのみんなが大好きだよ。

１人１人の人間性が最高だもん。

こんな男前集団他にいないよ。

そうだね。今回はまだまだ通過点の過ぎないわけで

あってこれからもっともっと良いものを

見せてください。

もういきなし忠義が今回あそこまで

ﾚﾍﾞﾙの高いものを見せてくれたんだから

まひるはあれ以上のものじゃないと感動しないから

ﾖﾛｼｸね。（笑

でも今回ﾎﾝﾄみんな頑張った。

まひるは特に忠義のﾃｸを褒めたい。

感動をありがとう。

完全色で会いましょう。

ｻﾏｽﾍﾟ楽しみにしてます。

明日から頑張ってね。

村上信五様

そうかも。

両親のこと尊敬出来るようになるのって

自分が世間に出てからなのかな。

でもそれって大きな成長だと思うんだ。

やっぱ青臭いうちって親ってｳｻﾞかったり

するよね。

自分の子供を可愛くないって思う親なんていないと

思いたい。

つーかまひるは思ってます。

ﾆｭｰｽとか見てるといろんなｲﾔな事件とか

耳にするけど

結局自分のことを助けてくれるのは親の支えなんだと

思います。



親のありがたみのわからないうちは

まひるはひよっこだと思います。

うんうん。

自分にない立派な考え持ってる人とかって

やっぱ尊敬するよね。

それで自分もいろんな考え吸収して

成長していくんですよね。

横山裕様

城ﾎｰﾙ最高に楽しかったです。

ﾖｺからしたらここまで来るのは長い道のりだったかも

しれないけど決して間違いじゃなかったと

まひるも思いますよ。

本当に今までで１番心に残るｺﾝｻｰﾄに

なりました。

全国ﾂｱｰ楽しみにしてます。

絶対地方まで足運ぶんで頑張ってください。

それが実現できるようまひるも応援したいと

思ってます。

最高の思い出をありがとう。

じゃ、長くなったんで今日はこの辺で。

ｺﾒﾚｽ

杏（＠錦戸） 杏（＠錦戸）
ｺﾒﾝﾄありがとう。

まひるの後ろの席にもﾄﾛｯｺが出てきたら

そのﾄﾛｯｺに向かって突進していた子達がいました。

あれはﾀﾞﾒだと思う。

そっかー。

杏の友達もそうだったのかー。

でもそれは注意してあげないと。

やっぱ友達ならいけないことはいけないって言える関係

じゃないとただの一緒にいるだけの

存在になってしまうもん。



これからもその友達と一緒にｺﾝｻｰﾄ行こうって

思ってるなら言いたいことは言わないとね。

まひるにとってﾏﾅｰとは???
そうだねー。

やっぱｺﾝｻｰﾄ会場とかに限らず普段から

ｺﾞﾐをどこにでも捨てたりしないとか

聴く時は聴く、盛り上がる時は盛り上がるっていう

区別がないとﾀﾞﾒだよね。

なんか忠義のﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑの時に笑ってる子がいたのね。

で、相方となんで???
って言ってたんだけど

全然笑う部分じゃなかったし、

周りは静かに聴き入ってるからその子の笑い声が

目立ってﾎﾝﾄ失礼なやつだなーって思った。

あと近くにﾒﾝﾊﾞｰが来た時に触るぐらいはいいと

思うんだけど引っ張ったりつかんだりとかは

ﾏﾅｰ違反だと思うな。

基本的に人に迷惑になる行動はﾀﾞﾒだよね。

後、ﾒﾝﾊﾞｰの後つけたり家行ったりとか

騒ぎたてたりとかもよくないと思うし。

ﾎﾝﾄこうゆうのって考え方の違いとかいろいろだと

思うけど人間として自分がこうゆうことされたら

ｲﾔだなーとか思うことは絶対やっちゃいけないと思う。

長くなっちゃってゴメンね。



2005.08.05 Fri サマスペ初日。

腹減り、減り腹。(笑)
つーかお腹空いたってばよー。

なんかうちの会社の営業時間が延びて

仕事から帰ってきてもご飯になってないの。

腹減り、減り腹で帰って来るのにー。

しかも食いしん坊のオトンが

まひるのおとっときのバナナ食べちゃうのー。(涙
そこで軽くイラっとするの。(笑)
まひるもまだまだおこちゃまだわ。

でも食べ物の恨みは恐ろしいって言うし。

こんな時は、

タララタッタラーン、

忠義を見て過ごすべし。
ちょっと気持ちが紛れる。

今日、サマスペの初日だったね。

エルフィンーっっ!!!!
なんか忠義の芝居見るのがめちゃ楽しみ。

パンフで忠義の芝居への意気込み見てるから

余計にまた成長した忠義見れるかなって思うとね。

まだ全員分見てなくて

亮ちゃんと忠義しか読んでないんだけど。

あとね、後ろの方にある妖精のスティックかなにか

で突き刺そうとしてるみたいな感じの

忠義の写真があるんだけどその顔がめっさツボでさ。(笑)
マジ可愛いの。

たーだーよーしー!!!!
って感じでギュッとしたくなるの。

忠義ってお茶目だよなぁ。

そんな忠義が好き!!!!

ファン思いで優しくて

面白くて可愛くて家族大切にしてて



ちゃんと筋の通った考え持ってて努力家で

ほんわか暖かい雰囲気を持ってて

言い出したらきりがないんだけど

そんな忠義が好き!!!!
これからもずっとずっと大倉担だよ。

よろしくね。

忠義に出会えて良かった。

最高の幸せをありがとう。

サマスペ、ケガなく病気なく無事に千秋楽を

迎えられますように。

ほなおつー。

ｺﾒﾚｽ

まゆ（＠仁）

杏（＠亮） まゆ（＠仁）
了解しましたー。

わざわざお知らせありがとう。

最近絡んでなくてｺﾞﾒﾝねー。

なんか相変わらず前夜祭ﾓｰﾄﾞで落ち着きなくてさ。（笑

またいっぱい絡もうねー。

ﾖﾛｼｸー。

杏（＠亮）

ﾏﾅｰとかって結構人それぞれみたくなってるとこ

あるけどでもやっぱ人として守らなければ

いけない基本的なﾙｰﾙとかあるわけでそれは全然ｼﾞｬﾆｰｽﾞとか

関係なく人としての問題だよね。

人は自分１人で生きてるわけじゃなくて大勢の人と

共存して生きてるわけだから

守っていかないとならないとこたくさんあるんじゃないかなー。

そうだよね。

まず身内からできるだけ注意してもらって

少しでもﾏﾅｰ守って楽しい生活、楽しい応援を

していきたいよね。



うーん。エイトのｺﾝｻｰﾄでたぶんﾏﾅｰがあるﾌｧﾝばかり

って言われるのはすごく嬉しいことだけど

でもいつもは松竹とかだったりするから

結構守られてきたﾏﾅｰだと思うんだ。

で、今回大きな会場になってﾏﾅｰを問われる状況に

置かれて「さぁ、どうだ」って言われると

やっぱ正直言えばﾏﾅｰの悪いﾌｧﾝも出てくるわけよ。

それにエイト担じゃない子もたくさんいるだろうし。

エイト担だけがﾏﾅｰ良いわけじゃないけど。

ほんの１部のﾌｧﾝのせいで全部が全部悪いわけじゃないし、

まひるだってもしかしたらﾏﾅｰの部分でなってない

部分もあるかもしれない。

それは友達同士でお互い注意しあって直していって

気分よくｺﾝｻｰﾄに集中出来るといいなって思う。



2005.08.07 Sun 家庭の事情。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

今年に入って家族関係でごちゃごちゃ問題の

起きてる大倉担まひるでっす。

１番最初は２月。

ｵﾄﾝが自殺未遂を起こしました。

事情はここではお話出来ませんが

結局そのことが引き金になって

今月に入ってｵﾄﾝと弟の仲がうまくいかなくなって

今現在、縁を切るかどうかってとこまで話がすすんでいて

水曜日にﾌｨﾙﾌｪｽの予定だったんですけど

空たん（＠章大）のおばあちゃんも入院して

しまったことだし、

ﾌｨﾙﾌｪｽ行くこと諦めました。

やっぱり今必要なのは家族の支えだし、

まひるだけ関係ない顔して東京に行って

笑ってたらおかしいでしょ???
つーかそんな家族ほったらかしで行っても笑えない。

だからﾎﾝﾄ、エイトメン、特に忠義には

悪いなーって思うんだけど

でもﾎﾝﾄ事情が事情なんでｺﾞﾒﾝなさい。

つーか実はずっと自殺未遂のことは黙ってました。

空たんにしか話していませんでした。

無事に帰ってきたｵﾄﾝの顔を見た時は

涙が止まりませんでした。

自殺未遂を起こすなんて弱い人間のすることなのかも

しれないけど

でもそこまでｵﾄﾝは切羽詰ってたんですよ。

負け犬なのかもしれない。

負け犬でもまひるにはたった１人しかいない大切な

ｵﾄﾝだし、まひるがたぶんｵﾄﾝの気持ち１番よく分かるんじゃ

ないかなー。

まひるも落ちるとこまで落ちた人間なので。

話が暗くなってｺﾞﾒﾝﾅｻｲ。



また明日から元気に頑張りたいと思います。

つーか急にｱｸｾｽ数が増えててびっくしなんですけど

なんで???（笑

ｺﾒﾚｽ

ﾋﾒｸﾞﾏさん（＠淳之介・忠義）

まゆ（＠仁） ﾋﾒｸﾞﾏさん（＠淳之介・忠義）
こんばんﾜﾝﾂｰ。

今年はエイト観れそうにないんですかー。

残念ですねー。（涙

たっちょんのﾄﾞﾗﾑﾏｼﾞかっこよかったですよー。

ﾀﾞﾝｽしてるたっちょんも好きだけど

ﾄﾞﾗﾑ叩いてるたっちょんもかなり好きですねー。

なんか最近ﾎﾝﾄたっちょんが大活躍してて嬉しい限りです。

これからも応援頑張りましょうね。

まゆ（＠仁）

まゆのﾌﾞﾛｸﾞにも遊びに行くねー。

最近ちょっと家のことでｺﾞﾀｺﾞﾀしてて

落ち着いてﾊﾟｿしてる時間もそんなにないんだけど。（涙

なんかさ、ｵﾛﾅﾐﾝCのCMのｶﾞﾝﾊﾞﾚｰｶﾞﾝﾊﾞﾚｰってやってる
仁ちゃんのｸﾞｩの手がめっちゃ可愛いよね。

あれ妙にﾂﾎﾞなんだよねー。（笑



2005.08.08 Mon 前を見ろ!!!!!

意外と元気にやっております。

大倉担まひるです。（笑

いやね、今日友達がﾌｨﾙﾌｪｽの写真買ってきてくれたんだ。

明日送ってくれるって。

そんなわけでまぁ、その友達にめっちゃ感謝してる

まひると相方の空（＠章大）なんですけども。

つーかね、その友達は友達の妹さんなんですよ。

前はV6担でたまに交流があるぐらいだったんだけど
気づかぬうちに錦戸担になってて

それ知ってから結構交流があるんですが

ﾏｼﾞすっごい親切なの。

つーか誰にでも優しいのね。

絶対人の悪口とかも言わないような子で

すっごい控えめなんだけどでも自分の芯は持ってる

みたいな子でまひるはこの姉妹がﾎﾝﾄ大好きで

お姉ちゃんの方とももう付き合いは長いんですが

今もﾊﾟｿでﾒｰﾙ交換しています。

この姉妹と話してるとﾎﾝﾄ自分の根性悪なとこが

見えてきてﾔﾊﾞｲなーとか思って

絶対人に優しくなろーってすごく思うんだよね。

あー。ﾎﾝﾄ大好きです。（笑

いつも感謝してます。

ありがとうございます。

あ。昨日はなんか話暗くなってしまってｺﾞﾒﾝﾅｻｲ。

たくさんの人に心配かけてしまって

昨日、日記書いてから何度も消そうかと思ったんだけど

結局消せなかった。

今のまひるの正直な気持ちだから。

まひるもいつもはｱﾎなことばっか言ってて

たぶんかなりの人がこいつｱﾎだわって思ってると

思うけど決して順風満帆な生活送ってるわけじゃないし、

つまづきながら、でも前に進もうと必死だし、

常にもがき苦しんでいます。



でも今のまひるには忠義という支えとなり目標と

なる人がいる。

だから苦しくても生きていける。

そして空という相方もいてこんなまひるでも頼ってくれる

仲間がいる。

人に頼られるってことは幸せなことで決してそれは

重たい荷物ではないし、むしろ前向きに生きていける証。

こんなまひるでも頼ってくれる人がいるんだって思うと

頑張らなきゃって思える。

だからその頼ってくれる人の力になりたい。

たまには弱音をはくこともあるけど

でも常に前向きでありたい。

８月８日　エイトデー　大倉忠義担当＊福原まひる

ｺﾒﾚｽ

まゆ（＠仁）

未樹（＠内亮） まゆ（＠仁）
ｺﾒﾝﾄありがとうー。

今日やっともぎたて果実のCMも見れた。
KAT-TUN可愛い!!!!!
なんかいいわー。あーゆうの。（笑

ｵﾛﾅﾐﾝCのCMの仁ちゃんのｸﾞｩの手はﾏｼﾞ可愛いよー。
あれいっつもｶﾞﾝ見しちゃうもん。

うん。

なんかいろんなことがあって頭混乱してるけど

でも案外冷静で

とりあえずはお母さんがお父さんと弟の間に板ばさみみたく

なっててｷﾂｲだろうからお母さんの支えに

なってあげなくちゃなーって思って

今は仕事以外の時はなるべくお母さんのそばにいて

あげることにしてるんだ。

心配してくれてありがとう。

すごくまゆの言葉嬉しかったよ。

きっとまゆのこと頼ってしまうこともあるだろうけど

これからもﾖﾛｼｸ。



ﾎﾝﾄにありがとう。

未樹（＠内亮）

ｺﾒﾝﾄ＆ﾒｰﾙありがとう。

携帯のﾒｰﾙじゃたぶん話切れないと思うんで

明日、ﾊﾟｿの方にﾒｰﾙするね。

うちは昔から結構順風満帆な生活送ってきたわけじゃなく

家族構成から訳ありでさ。

家族を信頼できないって思った時期もあったんだ。

でも今はまひるも大人になり、

忠義という大きな助け、目標があって

頑張れています。

もちろん未樹を始めとするON友や空という相方にも
すごく助けてもらってるし、

本気で心配してくれる友達がいるのは

すごく嬉しいことで

もうその気持ちだけで救ってもらったなーって

感じがするよ。

ﾎﾝﾄにありがとう。

また明日ﾒｰﾙします。



2005.08.09 Tue 過去は過去。

つーか今日あまりの暑さに目が覚めました。

ちなみに昼間の2時でした。
そりゃ暑いよ。

クーラーつけてまた寝ましたけどね。(笑)
昼間って暑くて何もする気力が起きないから

お昼寝が1番。
完全なる夜行性なまひるなのです。

夜とかあんまり眠くなくてテンション上がってくるの。

アホだよね。

あ。なんかこの間、緑のロンT買ったのね。
で、帰ってから着てみたら完全なる部屋着なんですよ。(涙
これをうまくオシャレに着こなす方法が知りたい。

やっぱ重ね着??
でも今の時期暑いよね??
なんか最近いろんな重ね着が流行ってるじゃないですか??
まひるは暑さに弱いので重ね着は無理です。

緑のポロシャツと白のポロシャツの重ね着とかも

考えたんですけど

ポロシャツは暑い!!!!
死ぬかと思った。

誰かオサレに着る方法教えてください。

あー。なんか結構前に

キンキコンIN山形に行ったんですよ。
そしたら同じ新幹線にキンキの2人も乗ってたことが
ありました。

でも最後まで乗ってることに気がつかなかったアホな

まひると空(@章大)なのでした。
あれはもったいないことしたなぁ。

でも山形は最高に楽しくて

まひると空の伝説ライブベスト5ぐらいに入るね。(笑)
幻のP列ですから。(笑)ホント楽しかったな〜。
考えたらそれがまひると空たんで一緒に入った

初めてのコンサートかな。



もうあんな幻の席で

自担を見るとかあり得ないんだよなー。

わかんないけど。(笑)
ホント笑っちゃうから。(笑)

しょい見た〜。

なんか亮ちゃんが他校のあの生意気女にビシッと言ってくれた時

涙が出た。

亮ちゃーん。

関野ブー最高だよ!!!!
でも生意気女と淳之訳ありっぽいよね??
気になるぅ〜。

なんかでもね、ぶっちゃけ段々面白みに欠けてく気がする。

あと中田三郎の顔大好きなんですが。(笑)
キャラがいまいち掴めないけど顔はめたくそ好きです。(笑)
忠義には負けますけど。(笑)

結局忠義が1番好きなんですけども。
あー。でもあの中田三郎のチャライキャラは

なんとかなりませんかねぇ。

あれ見てるとなんだか切ないです。

理由はよくわかんないけど。

なんかちょっと後ろを振り返ってしまう

自分がイヤです。

ほなおつー。

ｺﾒﾚｽ

まゆ（＠じんじん） まゆ（＠じんじん）
うん。まひるもね、中途半端な優しさなんていらないと

思うんだよね。

自分の出来る範囲内で最上級ぐらいの気持ちで相手に接して

あげないと失礼だと思うんだ。

って自分にどこまで出来るかなんて分からないけど

でも後悔のないように接してあげたいと思う。



まひるもすぐいっぱいいっぱいになるとこあるけど

でもね、結局Ｏ型なのよ。

開き直るから。（笑

だからなんとかなってます。

きっとまひるもまたまゆに頼っちゃう時もあると思うんだ。

でもその反対も全然ありだから。

まゆもまひるに頼ってくれて全然ＯＫだから。

まひるは何があってもまゆの優しさ忘れないよ。



2005.08.10 Wed モサモサ。

つーか眠い。

爆睡したにも関わらず眠い。

なんか1日中モサーっとしてました。
何??何なの??
全然シャキッとしないのね。

やる気ゼロみたいなモサモサ感は何??

とりあえず今日は寝ます。

ごめんなさい。

何も浮かびません。

また夜中に書けたら書きます。

要はふて寝です。(笑)

コメレスも明日やります。

ほなおつー。



2005.08.11 Thu まひるの男前日記。

モサモサ感脱出!!!!
昨日、寝たの早かった〜。

1時前には爆睡してたもん。
まひるに限ってあり得ない。

やっぱ寝るの大好き。

寝る子は育つって言うし。

(育ち過ぎだけど)

つーか着実にサマスペの日が近づいて来てます。

なんかやっぱ緊張するなぁ。

もうめちゃめちゃ楽しみで仕方がない。

もう、芝居もショータイムもMCも全て楽しみ。
後は天気が良かったらいいなぁ。

ヘタレだから危ういよ。(笑)

あ。そんなこったパンナコッタで∞レンジャーにコメレス。(笑)
渋谷すばる様

eighterは調子はとりあえず昨日ﾓｻﾓｻ感を脱出したので
元気ですよー。

まひるもそう思う。

エイトとﾌｧﾝの一体感を感じるよ。

髭かぁー。（笑

って笑い事じゃないね。

暑いから余計に皮膚が弱ってると思うし。

早く治るといいね。

４６ｷﾛって···｡ぶっちゃけ羨ましいです。

絶対忠義に「努力しよな」って言われてしまうもん。

まひるさん。

いっぱい食べて体重増やして体力付けてください。

内博貴様

毎日暑いですね。

ｳﾃｨｰは干からびてませんか???
大丈夫ですか???
暑いから食が進まないかもしれないけど



いっぱい食べて

（ｻﾗﾀﾞばかりでなくお肉もお魚もね）

この夏を乗り越えてください。

そして次会う時にびっくりするような風貌になってて

ください。（笑

ｳｿです。

錦戸亮様

黄色の薔薇???
見たことあったかなー。（笑

花言葉って嫉妬なんだ???
嫉妬ってあんまりしないﾀｲﾌﾟなんですけど

あ。でも同じ大倉担に嫉妬することは

ありますよ。（笑

たまにですけど。（笑

亮ちゃんは昨日は愛媛だったとか。

お休みじゃなかったんですねー。

暑くて大変だと思うけど松崎しげるになっても

ﾁｮｺﾎﾞｰﾙになっても亮ちゃんが好きです。（笑

丸山隆平様

ﾜﾛﾀ。

「隆平が伝えたかったことがー」って自分のこと

名前で呼ばないでください。（笑

妙にﾂﾎﾞってしまった。（笑

うんうん。

最低限のﾏﾅｰは守っていかないとならないよね。

舞台でお芝居してるのにお客さんが話しちゃうとか

あり得ないと思うもん。

うん。

まひる達ﾌｧﾝも成長していかないとならない部分

たくさんあると思う。

エイトに負けないようについていきたい。

安田章大様

ｴﾙﾌｨﾝと仲良くやってくださいね。（笑

そこのとこすごく楽しみにしてますから。



つーかﾁﾊﾟTｼｬﾂの下に書いてある文字が知りたい···｡

大倉忠義様

まひるがｻﾏｽﾍﾟに行くまでにもうちょっと日があるので

その時までに忠義の納得いくものが

出来上がっていたらいいなぁー。

なんかﾎﾝﾄ忠義はすごく向上心が高くて

すごいなぁーって思います。

でも常に上を目指していかないと終わりだよね。

終着点ってなかなかないものだよね。

将来的に大倉忠義と言う人間が「ﾄﾞﾗﾏｰ」や「俳優」と

言う括りに入るといいなぁーって思ってます。

今でも確かにｼﾞｬﾆｰｽﾞの中ではその括りはありだと

思うけど一般人が見てそうゆう括りに入れる人間に

なってもらいたいと思ってます。

偉そうなこと言ってｺﾞﾒﾝﾅｻｲ。

村上信五様

エイトのみんなが素晴らしい達成感を迎えられるように

ﾌｧﾝのみんなが力になれたら嬉しいなーって

思います。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

ヒナちゃんの言葉いつもステキだなーって思ってます。

一緒に頑張れたらいいなぁー。

横山裕様

なんかMCで締め切りなのに書いてないって
言ってたらしいので今回お休みするのかと

思っちゃいました。（笑

生い立ちｼﾘｰｽﾞね。

あれはあれで結構好きです。

でもちょっと切ない時もあります。（笑

つーかみんなﾒﾝﾊﾞｰの書いてることちゃんと読んでるんですね。

そこがエイトらしいってゆーか。

エイトのそーゆうとこ好きです。

ヨコが現在になるまでじっくり読みますからー!!!!!
つーかどのぐらい先の話ですかねぇ???



横山さん。（笑

じゃ、長くなったので今日はこれにて。

ｺﾒﾚｽ

ゆか（＠聖）

まゆ（＠仁） ゆか（＠聖）
お久しぶりー。

絡んでなくてｺﾞﾒﾝねー。

すぐ自分のことでいっぱいいっぱいになってしまうから。（笑

最近ﾌﾞﾛｸﾞ廻りとかしてなかったし。

照史カッコイイよね???（そこに食いつくな）
いや、だってあんまりそう言ってくれる友達いなくて。（苦笑

まひる的にはかなり好きなんですが。（笑

なんかあの前へ前へ出る感じが好き。（笑

あ。でも忠義にはそーゆう感じは求めてないんだけどね。（笑

忠義には今のままで頑張って欲しいなぁー。

たまに言うﾎﾞｿっとした一言が好きだし。

そんなｷｬﾗでいて欲しい。（笑

まゆ（＠仁）

そう。結局は開き直りとかも案外大事だったりするのよ。

全部が全部それじゃ困るけど

もう限界って時は開き直りとかありだと思うんだ。

あー。今日ね、もぎたて果実のﾑｰﾋﾞｰ手に入れたんだけど

なぜか聖の最初の部分が入ってなくて。（涙

画質が綺麗だっただけにｼｮｯｸだった。（涙

画質の悪いのは持ってるんだけどさ。

でも最近の１番のﾋｯﾄはﾀﾞﾝﾚﾎﾞのCMだけどね。
あれはﾏｼﾞでカッコイイよねー。



2005.08.12 Fri はぁー。

ｵﾄﾝ側のおじいちゃん肺炎おこしてﾔﾊﾞｲっぽい。

ｵｶﾝ側のおじいちゃんも体調悪くて明日から

うちで面倒みるらしいし。

ｻﾏｽﾍﾟ行けないかもしれない。（涙

なんか切ないなぁー。

ｺﾒﾚｽは明日。



2005.08.14 Sun 胃が痛い。

つーかじいちゃんのこととｻﾏｽﾍﾟのことで

胃がｷﾘｷﾘ痛くて昨日、ご飯が全然喉を通らず

今日やっとご飯らしいご飯が食べれたまひるです。

いや、でもまだじいちゃんの危機を脱出したわけでは

なくてただｵｶﾝに

「じいちゃんが無事だったら大阪行ってもいい???」って
聞いただけのことなんですが。

そしたら「無事だったらいいよ。」って言われて。（涙

じいちゃん頑張ってくれー。

何回も危機を乗り越えてきたじゃんかー。

だから今回もﾐﾗｸﾙ起こしてくんろ。

ってぶっちゃけそんな自分のことしか考えられない自分にも

ｲﾗｲﾗしてたし、

相方の空たん（＠章大）もずっと待たせるわけにも

いかないから「他に行く人探しておいていいよ。」

って言ったら「まひるじゃないと意味がないから。」

って言われて号泣!!!!!
やっぱ最高の相方だよ。空たん。

あんたが大将!!!!!（意味ﾌ

でもね、今のまひるにとってはエイトも家族と同じぐらい

大切な存在だし。

でもぶっちゃければエイトはまた会えるんですよ。

たぶん。（笑

でもじいちゃんの命は今しかないわけで。

そしたら今のじいちゃんを選ぶしかまひるにはないわけで。

って言う気持ちと

エイトとまひるの２００５年の夏、松竹座は今しかない

って言う気持ちもあってそれがすっごい

胃をｷﾘｷﾘさせるんですよ。（涙

もっそい切ないんですよ。

だからもし行けなかったら忠義、ｺﾞﾒﾝね。

２００５年は運がなかったと言うしかないです。



おじいちゃん、ｺﾞﾒﾝね。

まひるは今、もっそい忠義に会いたいんです。

だからおじいちゃんが無事って分かったら

大阪に行きます。

そんな孫だけど許してね。

ﾎﾝﾄは家族の支えになったりおじいちゃんの看病だって

まだまだ続くかもしれないけど

でもまひるに少しの余暇をください。

必ずおじいちゃんの元に帰ってくるから。

今日ね、おばあちゃんの夢見たんだ。

たぶんお盆だからまひるの霊感が戻ってきてると

思うんだよね。

あ。実はおばあちゃんは３年前に亡くなってるんですが

おばあちゃんが亡くなってから霊感が出てきて。

まぁ、そんなわけで今日、目が覚める時にﾄﾞｷﾄﾞｷしました。

おばあちゃんがおじいちゃんのこと呼んでるのかと

思って。

だからﾏｼﾞ焦った。

ﾔｯﾊﾞｰとか思ってｿｯｺｰ親起こしましたもん。

そんなわけで丸並みの毛の生えた心臓が欲しい

まひるなのでした。

ｺﾒﾚｽ

乃華（＠博貴）

まゆ（＠仁）

ゆか（＠聖） 乃華（＠博貴）
ﾘﾝｸ貼っておきましたー。

さーんきゅ。

また乃華のｻｲﾄお邪魔するねー。

今はあんまりﾈｯﾄしてる余裕なくて。

上の事情で。

一応まひるにはお盆休みなどとシャレたものはなく

ｶﾞｯﾂﾘ仕事行ってるんだけど

仕事行ってもﾄﾞｷﾄﾞｷでさー。



いつ家から電話かかってくるかと思うと胃が痛い。

そんなわけで今も胃がｷﾘｷﾘ痛いんだけど。

じいちゃん、Ｌｅｔ’ｓ　Ｆｉｇｈｔだよー。
その前にまひるが倒れそうだわ。（涙

まゆ（＠仁）

あ。そだ。もぎたて果実のﾑｰﾋﾞｰちゃんとしたやつｹﾞｯﾄしたー。

だから大丈夫よー。

つーかさらにうちの事情がややこしくなりました。

上の通りです。

なんか絶対うちタタられてる気がする。

お盆だし、ばあちゃん、じいちゃんを連れて行かないでー。

そんなわけで胃がｷﾘｷﾘ痛いまひるでした。

ゆか（＠聖）

まひるはね、絶対照史はｲﾔｰって思ってたのよ。（笑

なんか友達で似てる人がいて

それでからかなー。なんか拒否反応おこしてて。

ずっと今までも見てきたけどずっとｲﾔｰって思ってて

で、少ｸﾗＩＮ大阪見て

「いやよ。いやよも好きの内」って分かりました。（笑

ﾏｼﾞ照史ｽﾃｷだわー。（笑

たっちょんは今のｷｬﾗが可愛くて好き!!!!
突然抱きしめたくなるもん。（笑

あー。でもまひるもたっちょんに抱きしめてもらいたいけど。（笑

福原まひる逝ってよし。



2005.08.15 Mon どんなに辛くたってあなたがいるから。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけども。

まひるにしてはこうゆうﾀｲﾄﾙ付けるの珍しくない???
ま、今のまひるの正直な気持ちです。

まひるの愛するすべての人に贈ります。

つーか最近（ここ２日）全く持って

空（＠章大）と生活ﾊﾟﾀｰﾝが違っちゃって

かなりﾒｰﾙに時差が生じてるんですけど。（笑

空はﾊﾞｲﾄは休みらしいですけど

まひるは仕事なんでそこはしゃーないんですけどね。

まひるも明日はお休みなんですが

自分の通院があったりいろいろやることあって

たぶんゆっくり過ごす時間もないと思うんですけど。

相変わらずおじいちゃんの様子も

なんともかんともって感じで

相変わらず胃がｷﾘｷﾘ痛む大倉担まひるです。

それでも笑顔で大阪に行けるようになるため

諦めずにいます。

つーか諦められないよ。

今年の夏の思い出の１ﾍﾟｰｼﾞだもん。

そんな簡単に諦めたくない。

２１日には笑顔で松竹の客席に座っていたい。

どんなに辛くたって忠義がいるから。

エイトがいるから。

まひるの存在に気づいてくれなんて言わない。

たくさんの中の１人で構わない。

ただ忠義と同じ気持ちを共有したい。

ただそれだけ。

ｺﾒﾚｽ

乃華（＠ﾋﾟﾛｷ）



ゆか（＠聖）

乃華（＠ﾋﾟﾛｷ）

決して彼のことで悲しい思いをしてるのは乃華だけじゃないし、

まひる達エイト担も同じように心を痛めています。

だから乃華１人じゃないよ。

そしてみんなが同じ気持ちで彼の帰りを待ってます。

不安になることもあるけど

でも彼にはエイトと言う素晴らしい仲間がいる。

絶対彼の不安な気持ちを消し去るぐらいの勢いで

笑わせてくれる仲間がいる。

だから彼も今は落ち着いてるんじゃないかなーって思います。

あ。うん。ありがと。

まひるもね、心配してくれた通り不安定な毎日を送ってます。

乃華を信じられないとかそーゆう気持ちとかじゃ

全然なくて今のまひるは案外穏やかな気持ちなんだ。

そりゃ胃もｷﾘｷﾘ痛むけど

でもずっとそのこと気にしてたって仕方がないし、

なるようになるさって感じなんだ。

ｻﾏｽﾍﾟ行けなかったら行けなかったで

それも仕方がないなって思うし。

なんかちょっと開き直った。（笑

また何かあったら乃華に相談することもあると思うし、

ぜひ仲良くしてください。

ゆか（＠聖）

まひるは元々が関ｼﾞｭ担だったからさ。

仁担になる前とか。

だからその当時からたっちょんも、文ちゃんも好きだったんだ。

どっちかというとＫＡＴ−ＴＵＮ以外は関ｼﾞｭ派なんだよね。（笑
今は菊ちゃんと文ちゃんと青木くんと照史が好きなんだけど。

あー。でも照史ｲﾁｵｼぐらいで。（笑

もうﾎﾝﾄ北○純○くんとかもっそい好きだったもんね。

（いつの話だよ）

ﾎﾝﾄちょっと前まで携帯のﾒｱﾄﾞが北○純○くんだったからね。

で、絶対教える人に「え???なんで???」って



聞かれてたから。

まひるの永遠のｱｲﾄﾞﾙだからです。（笑



2005.08.16 Tue 愛に病んでる。

もっともっとまひるのブログ見てくれる人が

増えたらいいなぁとか

思って面白いこともたくさん書きたいんですが

最近、神が降りて来ないんですね。(笑)
って元から面白いことなんて書けてないんですけどね。(苦笑)

あー。最近鏡見て思うこと。

髪型だけ安田章大。(笑)顔はバッチシ負けてますけどぉー。(笑)
安田くん、かぶってまっせ。(笑)

あ。今日(いやもう昨日だけど)に
夕立最近あんまりないですねぇ??
って関西人の先輩と話してて夕立ねー。

最近、夜立ち気味ですよねー??
いや、やっぱ朝立ち??
って!!!!
朝立ちとか言うな!!!!
そこは関西人話うまくまとめて逃走しました。

ちなみに女の人でもエロイ夢見ますよ。

もうそんなの見ちゃった日にゃ悶々と過ごしますね。(笑)
仕事から帰ってくる頃には忘れてるんですけど。(笑)
フフフーンって感じで。(笑)
女だってエロ満載なんだよ。

だから上半身裸の写真見て

萌え萌えするんですけど。(笑)
しかもジャニーズの人って鍛えてるから

程よく筋肉ついてて

格好いいんですよねー!!!!
そうゆうの見て萌え萌えするのは健全な証拠だと

思いますよ。

男の人だってグラビア見たり可愛い仕草見たりして

萌え〜ってなるわけだし。

会話がヤバい。

痛い子代表みたくなってる。



話は変わって

妖精ちゃん、評判いいらしいじゃないですか??
どうやらエルフィンの

くしゃみはオッサンじゃないらしい。(笑)
良かったー。

レポ見ながら毎日爆笑、萌え〜ってなってるまひるです。

絶対病んでる。

いいんですけど。

いいんですけど。(笑)

ほなおつー。



2005.08.17 Wed 女心。

ブラストの追加公演めっさ行きてぇー!!!!
さっきCM見て初めて追加公演知ったんだけど
もう遅いよね??
後でネットで見てみよ。

つーかまひるの勘違いじゃなかったら

忠義もしかしてドラム変えた??
前夜祭の時、Pearl使ってるような気がしたんだけど。
気のせい??

つーか今日、地震すごかったよね??
なんか最近地震多くてビビってる。

しかも割と大きめだよね。

そんなわけでしょい見てまた号泣しちゃったよ。

まひるもブーに告りてぇ。

でも見た目は中田三郎にクリーンヒットしてる

大倉担まひるです。(笑)
ヤバいね。

制服姿がドツボにハマるんですけど。

なんかちゃっかり悦ねぇのお見舞い来てるし。

つーかブーと中田三郎はいつも割と一緒なんだけど

仲良しなの??
すっごい疑問。

でも口聞く時は仲悪そうな感じだよね。

微妙。

でもリーも勝手だよね。

自分がブーのこと好きで悦ねぇとブーが

仲良くしてても仕方ないとまひるは思うけど。

幼なじみなんだし。

しかもブーは悦ねぇのこと好きなんだし。

子供っぽいなぁって思う。

リーの気持ちもわからなくもないけど。

まひるがリーの立場だったら悦ねぇにブーのことが

好きって言うけど



悦ねぇとブーは普通にしててもらいたい。

まぁ、内心メラメラなんですけど。(笑)
だからといって悦ねぇに冷たくするとかも

ないと思うし。

女って怖いですね。（お前もだろ）

ほなおつー。

ｺﾒﾚｽ

ﾋﾒｸﾞﾏさん（＠忠義・淳之介）

ﾋﾒｸﾞﾏさん（＠忠義・淳之介）

たっちょんの裸ﾔﾊﾞｲですよね。（笑

かなり萌えます。

あー。ﾎﾝﾄ触らせてもらえるなら二の腕に

触ってみたいです。（一生あり得ないんですけど）

淳之も着やせするﾀｲﾌﾟですよね。

裸になるといい感じに筋肉ついてるんですよね。

昔はもやしっこみたいでしたけど。（笑

あー。鎖骨いいですねー!!!!!
お前は何ﾌｪﾁなんだよって感じになりましたが

実は手ﾌｪﾁです。



2005.08.17 Wed あり得ねー!!!!

本日寝てないでーす。

今、めちゃめちゃ眠たいでーす。

でも今日山梨でKAT-TUN3やるので見たいんです!!!!
いや、別に録画するんだから後で見ればいいんですけど。

でも今夜見たいんです。

脱落するかもだけど。(笑)
だって目の下、チョークマってるし。

ホントひどい顔してるんだわ。

こんな顔で仕事してたんか??って顔してる。
目もシバシバするし。

大阪行く時いつもこんな感じ。(笑)
夜行バスで行くから行きはいつも眠れなくて

昼過ぎになるとグッタリしてる。

でも結局公演終わってホテルに帰っても

空たん(@章大)と遅くまでじゃれてるから
結局次の日も眠いのね。(笑)
あれは毎回アホだなぁって思う。(笑)
早く寝ろよ!!!!って話。
つーかちょっとだけ大阪行く準備してみました。

眠気もちょっと飛んだし。

でも3時まではキツいかも。

なんか今日仕事から帰ったらオカンから電話あって

友達と飲みに出てるからご飯買って帰るから

って言ったのにさっき電話あってご飯持ちに来てって

言われてちょっとキレたよ。

あり得ねー!!!!
つーかもう23時ですよ。
散々待ってしまいには持ちに来いかよ!!!!
別にお腹も空いてないんでいいんだけど

その態度にカチーンってきたよ。

用意出来ないなら最初から今日は自分でやってとか

言ってくれって話。

オカン、お酒入るとダメなんだよねー。



まひるもお酒は飲むけどいい加減なことは

しないよ。

お酒飲むのも自由だけどちゃんとしてくれ。

って愚痴っちゃったね。

ゴメンネ。

あー。また眠くなってきた。

なんか寝ないともっそい1日が長いよね。
そりゃ39時間ぐらい起きてるんだから当然だけど。(笑)

なんかすっかり気分害したんでこの辺にして

おきます。

また明日からちゃんと書くね。

すみません。

ほなおつー。

ｺﾒﾚｽ

ゆか（＠聖） ゆか（＠聖）
まぁ、NEWSとかも好きなんだけど
やっぱ関西ﾒﾝの方が結構力入れてるかも。（笑

エイト担になったから大阪行くこと増えたってのも

更に関西ﾒﾝひいきにさせてる原因だなぁー。

まひるの元担さんなんて元関ｼﾞｭなんだけど

ﾖｺとかよりも事務所入ったの早かったし。（笑

それはそれでﾋﾞｯｸｼなんだけどさ。（笑

つーか今日、久々にﾐﾝﾃﾚのKAT-TUNﾗｲﾌﾞ部分見たー。
和太鼓とかめちゃめちゃかっこよかった〜!!!!!
KAT-TUNってやっぱカッコイイわ。
再確認したよ。



2005.08.18 Thu 完敗です。大倉忠義さん。

手がｻﾝﾏ臭い大倉担まひるです。

魚ってあんまり好きじゃないんだけど

夕飯がｻﾝﾏだったので食しました。

ソウメンが食べたいよー。

ﾂﾙﾂﾙっと食したいよー。

あ。あとｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加したんで

ﾎﾟﾁっとなって感じでﾖﾛｼｸです。

そんなこんなで本日お楽しみの∞ﾚﾝｼﾞｬｰの更新日。
勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ。（笑

渋谷すばる様

すばるぅー。

落ちてるって···｡（涙

何かあったわけじゃないって言うけど

でも心配になるよ。

あんまり良いことがないって···｡

今、みんなで楽しく舞台やってるはずじゃないんですか???
渋谷さん!!!!
人生そんな楽しいことばかりでもないと思います。

山あり谷ありだから楽しいことをすごく楽しいと

感じられるんだと思います。

ﾎﾝﾄに自分のことが１番難しいんですよね。

他人のことは客観的に見られるけど

自分のことになると一概にこうだ!!!とか見えない部分
たくさんあるし。

でもあなたにはエイトと言う最高の仲間がいて

eighterというたくさんの支えになってくれるﾌｧﾝが
いること忘れないでくださいね。

まひるはいつも笑ってるすばるが見ていたいです。

すばるの笑顔が大好きだから。

内博貴様

ﾋﾟﾛｷはもうｻﾝﾏ食べたー???
まひるはこの夏になってから今日が２度目のｻﾝﾏでした。



丸々１匹食べるの困難で途中でお腹いっぱいに

なるけど

うち、手をつけたものは残すなって躾けられたんで

今日も頑張って食べました。

そんなわけで手が生臭いままﾊﾟｿやってる

ﾊﾞｶﾔﾛｳのまひるでした。

錦戸亮様

亮ちゃん、疲れてる???
亮ちゃんの殺人的なｽｹｼﾞｭｰﾙを思うと

亮ちゃんを見れるのは嬉しいけど

でも少し休ませてあげて欲しいなーって思います。

体調管理だけには気をつけて

お仕事頑張ってください。

亮ちゃんの頑張りにはいつも頭が下がります。

丸山隆平様

丸って冷え性???
まひるはすごい暑がりなので滅多に冷房で

寒いと思ったことがありません。

相方の空（＠章大）んちに泊まりに行くと

ｴｱｺﾝの奪い合いを密かにおこなってました。

まひるが暑くて目が覚めてｴｱｺﾝつけると

その１０分後ぐらいに冷え性の空がｴｱｺﾝ止めるんですよ。（笑

そんなわけでｱﾎ合戦でしたね。（笑

丸はすごく向上心が高いんだね。

ﾋﾅﾃｨﾌﾞに続くぐらいﾏﾙﾃｨﾌﾞだね。（笑

そんな丸が大好きです。

安田章大様

分かる〜!!!!!
２０歳過ぎたら早いよね。

あーっ!!!!!
章大が２１歳になってその１ヶ月後には

まひるが１コ年を取ります。（ﾁｰﾝ

まひるも永遠の２１歳でいたいです。（切実

だんだんｦﾊﾞﾁｬﾝに近づく自分に悲しみを覚えます。



章大、すばるのことﾖﾛｼｸお願いします。

大倉忠義様

ただよっちゃーん。こんばんわー!!!!!（ｳｻﾞｲ
今日もｱﾎ満開の大倉担まひるです。

ちなみにまひるの親戚一同の呼び名は名前にちゃんづけの

普通の呼び名です。

忠義ってさ、基本的に呼ばれ方にこだわりってないよね。（笑

なんか前夜祭の時も何でもいいって言ってたし。

そーゆう忠義のｱﾊﾞｳﾄなとこ好きよー。（笑

あー!!!!
好きって言ってしまった。

まぁ、いいんですけどね。

負けですよ。負け。

完全なる完敗ですよ。

そうですよー。

まひるは大倉忠義さんのことが

大好きです!!!!!
忠義に惚れてしまったまひるの負けです。

つーかいつか惚れさせてやるからなぁー!!!!!（笑
ま、あり得ないただのまひるの妄想なんですけど。

どうやら２１日にはｻﾏｽﾍﾟ観に行けそうです。

２１日に会いましょう。

おっぱいﾊﾟｲ。

ﾊﾞｲﾝﾊﾞｲﾝﾎﾞｲﾝﾎﾞｲﾝの大倉担まひるでした。（笑

村上信五様

子供の頃って夏休み楽しかったよね。

毎日ﾌﾟｰﾙ行ったりしてた気がする。（笑

そんなまひるさん、かなづちなんですけど。（笑

ちなみに宿題は２学期まで持ち越すﾀｲﾌﾟなﾀﾞﾒな見本の

福原まひるです。（笑

２１日ｻﾏｽﾍﾟ行けそうです。

だから今年の夏もエイトや関ｼﾞｬﾆのみんなと楽しい思い出が

作れそうです。

ﾏﾅｰを守って楽しい思い出作りたいです。



そしてお気遣いありがとうございます。

またﾋﾅちゃんのことが好きになりました。

横山裕様

出たー!!!!!
生い立ちｼﾘｰｽﾞ!!!!
うちのおじいちゃんもﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ入ってるんですよ。

何度も何度も心臓発作起こして倒れるようになって

それでﾍﾟｰｽﾒｰｶｰを入れてもらいました。

うちのおじいちゃんもそれでも痛いとか苦しいとか

言ったことなくてお見舞いに行くと

いつも「まひるちゃん、ありがとう。」って

笑顔で言ってくれるおじいちゃんでした。

今、そのおじいちゃんは痴呆でまひるのことも

分からなくなってしまったけど

でもまひるはずっとその時の笑顔のおじいちゃんを

忘れてませんよ。

あー。なんか暗くなってしまった。（苦笑

そ、そんなわけで大阪行けそうなんですよ。

おじいちゃんはまひるの気持ちを受け取ってくれたようで

大阪に行かせてくれるんだろーなーって

思ってめちゃくちゃ大阪楽しんでこようと

思ってます。

ｷﾞﾘｷﾞﾘまで返事待ってくれた空（＠章大）に感謝。

最高の夏にしたいと思ってます。

忠義、２１日に会おうね。（笑

大好きな関ジャニ∞様へ

大倉忠義担当＊福原まひる。



2005.08.19 Fri 明後日は大阪〜。

大阪行きの準備を半分程終わらせた大倉担まひるです。

ヤッホーイ!!!!
大阪行けるぜぇ!!!!
もう絶対無理だろうと思ってたから

マジ嬉しい!!!!
なんか仕事も休みとったのに行けなかったら

また数日ポケラーっと抜け殻みたく過ごすのかと

思ったらイヤだぁ〜!!!!
って思ってたし。

じいちゃんサンキュー。

もうね、今回は気合い入りまくり。(笑)
佳奈(@忠義)が忠義に投げちゅーもらったっていう
レポ読んでたらまひるも負けてられないなぁと。(笑)
いつもはポケラーっと観てるまひるだけど

今回ばかしは違うから!!!!
佳奈はね、忠義のことで本気に語りあえる

良きライバルなんだよね。

高校生なんだけどすっごい大人でしっかり

した考え持ってて尊敬出来る存在。

お互い意見ぶつけ合って成長出来たらいいなって

思える大切な友達。

つーか和田アキ子さん、マジかっけー!!!!
すごく前から歌声のパワフルでファンキーな感じが

好きだったんだけど

今回の歌、マジ最高!!!!
まひる的にはAIか和田アキ子かぐらいの勢い。
やっぱ浪花のゴッドネェチャンは

半端ないね。

あのぐらいパンチのある歌声持ってる人そうそう

いないよ。

憧れるなぁ。

すっごいステキ。

あー!!!!



明日の今頃は夜行バスの中かと思うと

ワクワクする。

空たん(@章大)頑張ろうね!!!!

あ。そだ。

なんか今日、エイトの新曲のジャケ写もらったんだけど

今回はメンバーの姿がなかった。(涙
中身に期待。

なんか7人で出すことに不安っていうか寂しさを
感じるけれど、でも8人分頑張ってくれてるんだな
って思いつつ応援したいと思ってます。

いつもみんなの心の中には彼もいる。

だから頑張ろう。

そして8人で歌ってる「好きやねん大阪」が
見たい。

8→1



2005.08.20 Sat 好きやねん、大阪。

大阪行きの準備も終わったのでブログ更新いきます。

つーかまひるは離れに１人で住んでるので

母家との行き来は健康サンダルなんですね。(笑)
で、昨日調子こいて健康サンダルでコンビニとか

行ったら足が痛くて痛くて。(涙
今も足の裏痛いんですけど

絶対病に侵されてるな。

と思いました。(笑)
ま、既に唇の荒れが治らない時点で内臓系が

やられてるんですけど。(苦笑)
そんな「女の子の唇は甘く切なくもぎたてであるべきだ」

とか言うてる場合じゃないんですよ。

口紅とグロス塗ったら30分ぐらいでガビガビってなって
皮がポロポロ剥けてくんですよ。(涙
だから今は薬用のリップをグリグリ塗って

過ごしてます。(苦笑)
早く皮膚科に行けよ!!!!って密かに思ってるんですけど。(笑)
こんなんじゃ、ちゅーも出来ないじゃないですか??
(誰とする気でつか??)
ホント女の子として失格ですよ。

つーかただの唇の荒れだと思ってたんですよ。

だからリップ塗って放置してたら

オカンが「まひるちゃん、絶対内臓系侵されてるわよ」

って言うからとりあえず皮膚科に行きたかったんだけど

前夜祭終わったら家族のことでトラブってて

お盆に入って現在に至るみたいな。(笑)
アハハハハ。

笑えねー。

そんなわけでサマスペ終わったら皮膚科行きます。

やだなー。グロスが塗りたいよ。

天ぷら食べた??
ぐらいの勢いでグロス塗りてぇー!!!!
そんなわけでしょぼい顔が

更にしょぼく見えるんですがそこは許せ。



ホントよしくん、ゴメンね。

誰に見られるってよしくんに見られるのが

1番イヤなわけで。
(見てないから大丈夫)

まぁ、そんなこったパンナコッタで

あとちょっとしたら空(@章大)と待ち合わせなんですけど。
いつも夜行バスの切符は一緒に引き取りに行くんで

大阪かぁ〜って感じなんですけど

今回空たんに引き取りに行ってもらったんで

まひるの手元にはサマスペのチケがあるのみで

まだまだ大阪って言う実感薄いです。

あ。でもテンションはかなり上がってるな。(笑)

がんばっていきまっしょい!!!!

ほなおつー。

コメレスはまた。



2005.08.22 Mon 松竹座の近くにて。

ちょいーっす!!!!
大倉担まひるでっす。

今、松竹座の近くの漫喫にいます。

相方の空（＠章大）は横でTVつけてるくせに
寝ています。

眠くないとか言ってたくせに。（笑

まひるは帰りのﾊﾞｽの中で眠れなくなるといけないので

寝ないでﾊﾟｿやってます。

そんなわけで昨日、ｻﾏｽﾍﾟ観てきました。

ﾏｼﾞ忠義と章大が可愛いんだー。

靴にﾛｰﾗｰのついてるやつはいてて

ススーっと出てくるの。（笑

最初の登場ｼｰﾝもﾌﾞﾗﾝｺだしね。

あれはあの２人しか出来ないと思う。

忠義の芝居の枠もさらに広がって

また成長してた。

丸もｵｶﾏちゃん役最高だったよ。

あれも丸ならではだと思う。

ﾎﾝﾄすごく楽しい舞台で始まるまでめっちゃ眠かったのに

思いっきり目が覚めたからね。（笑

ﾎﾝﾄ各自の役どころがﾋﾟｯﾀｼで

最高に楽しかった。

やっぱエイトって最高のｴﾝﾀｰﾃﾅｰだなって思った。

魅せることに関してもそうだし、

笑わせることもさすがだし、

歌、歌わせてもうまいし、

エイト担でﾎﾝﾄに良かったな〜って思った。

ますますエイトが大好きになったし、

今年の夏でエイトのみんなも大きく成長したんじゃないかな〜

って思った。

そして次の仕事につなげてくれたらいいなー

って思う。



今年の夏をエイトと過ごせたこと

大切な思い出として胸にしまって

次のｽﾃｯﾌﾟに向けてまひるもがんばっていきたいと

思ってます。



2005.08.23 Tue 衝撃の事実。

こんばんワンツー。

大倉担まひるです。

今日はちょっと真面目な話しますね。

しかも自分ネタなので面白くないかもだけど

読んでもらえたら嬉しいです。

前から薄々気づいてたんですが

今日オカンから直接初めて聞かされた話です。

まひるの家は3人兄弟でまひるには兄ちゃんと弟がいます。
でもすごく家庭環境が複雑で兄ちゃんはオカンの実家に養子に出されて

オカンの実の息子でありながらオカンと離れて

暮らしていました。

そしてまひるも実は養女なのです。

オカンとオトンの子ではなく拾われた子だということを

今日知りました。

でもまひるは今の両親に弟と同じように育ててもらえたし、

兄ちゃんも弟もまひるをホントの兄弟と変わらず

接してくれた。

まひるのホントのお母さんが1度だけまひるに
会いに来てくれたことがあったんだって。

新しく再婚するのにまひるが邪魔だったから捨てたらしい。

で、再婚先で3人の子供産んだらしいです。
だからまひるにはどこかに血の繋がった兄弟がいるんだって。

でもまひるは今の両親以外を親とも思わないし、

兄弟とも思わないよ。

ホントの両親に会いたいとも思わないし、

まひるは今すごく幸せだと思ってる。

で、まひるはすごく兄ちゃんがまひるのこと大切に

してくれてることを嬉しく思ってる。

兄ちゃんはオカンのホントの子供なのにオカンと

一緒に暮らせなかったのにまひるのことを恨むどころか

すごく大切にしてくれたし

そんな兄ちゃんと弟がまひるは好きだし、

尊敬している。



福原家のみんなはまひるに優しかった。

暖かかった。

だからまひるは事実を知った今でも福原家の人間だと

思ってるし、

ホントの親や兄弟なんて知らなくていい。

まひるが自分の生い立ちに気づいたのは

兄ちゃんの結婚式の帰りにタクシーの中で

オカンの友達が「自分の子供じゃないのに

育ててくれた両親に感謝しなきゃね、まひるちゃん」

って言われた時。

なんのことか最初わからなかったけど

しばらく考えて自分のことだって気づいた。

だから今日オカンから聞いてショックだったけど

でも今まですごく迷惑かけて親を泣かせたこともあって

それでも見捨てずに育ててくれた両親に感謝してる。

絶対この恩は一生かかっても返さないとって思った。

これが現在の福原まひるの正直な気持ち。

読んでくれてありがとう。

ｺﾒﾚｽ

ﾋﾒｸﾞﾏさん（＠忠義・淳之介）

杏（＠亮） ﾋﾒｸﾞﾏさん（＠忠義・淳之介）
もうﾎﾝﾄめちゃめちゃ妖精ｺﾝﾋﾞ可愛かった!!!!!
絶対人気ｱｯﾌﾟしてると思う。

ちょっとｼﾞｪﾗってしまうよー。（笑

うんうん。今年も東京でｺﾝｻｰﾄやって欲しいよね。

なんかｸﾘﾊﾟまで何もないと思うと

かなり寂しい。

あと４ヶ月も待てないよー。＞＜

なんか章大はめっちゃ自分の可愛い面すごい活かしてた。

たっちょんとか身長１８０ｾﾝﾁ近くあるのに

可愛いとかすごいよね。

なんかそこまで役に入り込めてるって言うか



たっちょんの良い面が出てるってゆーか。

少ないﾘﾊ中でみんな頑張ってるなーって思った。

あとちょっとだけど無事に千秋楽迎えて欲しいな。

杏（＠亮）

ｻﾏｽﾍﾟ、ﾏｼﾞ楽しかったよー。

ますます大倉忠義という人間とエイトに惚れたよー。

ﾎﾝﾄ最高の人達だと思います。

とりあえず新曲も出ることだし、

ﾊﾞﾝﾊﾞﾝTVとか出るだろうからそこで本領発揮して欲しいって
思うよ。

これからも応援頑張ろうねー。



2005.08.24 Wed 今日という日にさようなら。

昨日は散々泣きました。

でも何ひとつ変わることなく過ごしています。

事実を知ってズレてたパズルが「あー。そっか」

ってハマった気がする。

でももう昨日のことは忘れる。

今までと変わらず過ごす。

それが家族に対する礼儀だと思うから。

で、話変わるんだけど

今、髪を黒く戻して金髪のエクステ3本ぐらいつけたいの。
あと矯正もやりたいし。

安くていい美容院探してるんだけどなかなかね。

クリパのためにお金貯めたいし。

チケ、ダブってたくさん申し込みたいからさ。

まひるの松竹のチケ運たぶんそろそろ落ちるし。

絶対大倉忠義ガン見したいんだもん。(笑)

無限大の

「いくつもの季節が流れて

いくつもの切なさ知った」ってとこがすごく好き。

なんかホントにそうだなぁって思うから。

そこの歌い出しのトーンも好きだし。

あ!!!!
まだCD予約してなかった。
明日予約してこよー。

なんかぶっちゃけ今日もいろいろあって

凹んでるんだ。

サマスペから帰ってきたばっかなのにさ。

なのにすでに沈んでる自分がイヤ。

せっかくエイトがくれた思い出、笑いだったのに。

でも今日で吹っ切る!!!!
また明日から笑顔で頑張るから。

今日という日にさようなら。



2005.08.25 Thu 大倉忠義さんの奥さん気分。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるでっす。

なんかちょっとｼﾞｰﾝとしました。

何がって???
「時計じかけのｵﾚﾝｼﾞ」ですよ。

すごく好きな映画なんですよ。

すばる、ｻﾝｸｽ。

そんなわけで本日もしつこいけれどやっちゃいます。

∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ。

渋谷すばる様

「時計じかけのｵﾚﾝｼﾞ」まひるもすごく好き。

ｽﾀﾝﾘｰ·ｷｭｰﾌﾞﾘｯｸ監督作品の中でも１番好き。

ﾎﾝﾄにそうなんですよ。

今のまひるも心の入れ替えが必要なんです。

心のお掃除が必要なんです。

最近毎日毎日ｵｶﾝから聞く話の世界に

疲れが出ていてぶっちゃけｳﾝｻﾞﾘしてるんだけど

でもｵｶﾝはずっとそのことまひるには隠して

苦しい生活送ってきたわけで

だからまひるはｵｶﾝの話に耳を傾け、

親身になることが大切なんです。

すべて聞き入れた後にﾘｾｯﾄﾎﾞﾀﾝを押したい···｡

すばる、ありがとう。

内博貴様

こんばんﾜﾝﾂｰ。

有意義な生活送ってますか???
まひるは毎週毎週、更新されるはずのない

あなたのﾍﾟｰｼﾞも欠かさず覗いています。

あなたのことを忘れたことなど一時もありません。

いつも心の中は８人です。

でも最近はあなたのことで泣くことはなくなりました。



他のﾒﾝﾊﾞｰが頑張ってくれてるから。

特に亮ちゃん。

あなたの相方である亮ちゃん、すごく頑張っています。

だからﾋﾟﾛｷも成長した姿で帰ってきてください。

しっかり充電してﾜﾝﾗﾝｸ上の男で帰ってきて

ください。

待ってます。

錦戸亮様

亮ちゃん、ﾊｰﾄﾞｽｹお疲れ様です。

ｻﾏｽﾍﾟ、楽しかったよ。

亮ちゃん、ﾎﾝﾄﾘﾊ時間とかあんまりなかったと思うんだ。

でもすごく頑張ってた。

そしてまひるも思います。

親から逃げていてもなんの解決にならないこと。

今のまひるの家にも言えることです。

そのことを弟に教えてあげたい。

亮ちゃん、残りあとわずかのｻﾏｽﾍﾟﾌｧｲﾄです。

丸山隆平様

ｼｰﾄﾝ、ﾏｼﾞ最高にかっこよかったよ。

あれはﾎﾝﾄ丸にしか出来ないｷｬﾗだと思うし、

すごい笑わせてもらったよ。

でもﾎﾝﾄおかまちゃんって人間の出来てる人

多いよね???（笑
TVとかで見るおかまちゃんとかすごく優しそうだし、
女の人よりも繊細で人間が出来てるなって思う。

あ。うんうん。ｼｰﾄﾝってお酒も強そうだよね。

ﾎﾝﾄ今回のﾃｰﾏは身近な感じで

わかりやすかった。

始まる前とか寝てなくてめっちゃ眠かったけど

始まったらﾊﾟｯﾁﾘ目が覚めたしね。

見入ってしまったよ。（笑

またすばるにもｽｲｰﾂ買ってきてあげてください。

今度は食べてもらえるといいね。

なんかﾎﾝﾄに最近ますます丸ちゃんのこと

惚れつつある大倉担まひるです。



丸ちゃんの考え方、ｷｬﾗ大好きです。

安田章大様

好きやねんのCM見たよー!!!!!
うんうん。みんなの顔がﾎﾝﾄに生き生きしてるの

分かったよ。

２２日までしか大阪にいなかったのに

CM初日の２２日に２回見ちゃいましたよ。
まひるも髪の毛が伸びすぎててどうしよーって感じ。（笑

章大が使ってるﾍﾟﾝってﾃﾞｻﾞｲﾝ画とか、描く時に

使うやつだよね???
まひるも持ってるけど。

すごい色も豊富で使いやすいよね。

まひるもそろそろ写真日記更新します。（笑

大倉忠義様

お仕事お疲れ様です。

なんかね、きっと忠義の奥さんになったら

こんなﾒｰﾙが毎日来るのかなぁ???とか想像してみた。
でもちょっと切なかったよ。

待たなくていいからって言われると切ないよ。

まひるは絶対忠義の奥さんになったら

忠義が帰ってくるまで待ってると思う。

朝帰りって分かってるときはさすがに寝るかも

だけど普通に帰ってくるぐらいの時間だったら

全然待ってる。

だってそんなんで忠義とすれ違い生活みたく

なりたくないし、ちゃんと笑顔で

「おかえりなさい」が言いたいから。

忠義が無事に帰ってくる姿を見届けてから

眠りたいから。

来週待ってます。

あなたが好きだから。

おやすみなさい。

村上信五様

ﾋﾅちゃん、英語勉強したいの???



びっくししてみた。（笑

あー。でもなんか分かるかも。

ﾋﾅちゃん以外とﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞだし。（笑）←この笑いはいらない???
まひるも英語は苦手でねー。

ﾎﾝﾄ中学１年生ﾚﾍﾞﾙなのよ。（笑

高校の時全く英語分からなかった。

なんか文系に進学したんだけど

自分がなぜ文系に進学したのかもわからないよ。（涙

どっちかというと理系なのに。（笑

そこから人生やり直したいです。（笑

横山裕様

出たー!!!!!
噂の生い立ち９ですね。（笑

MCで生い立ち９の９が半角でしか出なくて
忠義に全角の出し方教わったっていう噂の９ですよ。（笑

まひるは転校とかしたことないんで

なんかｸﾗｽ全員の前で自己紹介ってないんだけど

でも進学して学校に知ってる人が

全くいなくてっていう経験はある。

特に東京から山梨に引っ越した時は

周りに全く知ってる人いなかったからね。

今でこそ友達増えたけど

最初は寂しかったよー。

まひるも面白いこと言おう言おうって思って

普通に自己紹介してしまう

案外そんなやつなんです女です。（苦笑

といった感じでしょうか???
毎回毎回木曜日はこんなんでｳｻﾞｸてｺﾞﾒﾝなさい。

なんかだって返事返したいんだもん。（笑

自己満だけどさ。（笑

それじゃ、また明日。

see you。



2005.08.26 Fri 永遠の愛。

眠い。

めちゃ眠い。

9時代10時代ってめちゃ眠いんだよね。

来週Mステ楽しみ!!!!
リアルタイムのエイトが見れるから。

しかも絶対何回もリピっちゃうんだ。

何回も何回も忠義をガン見しちゃう。

最近ね、丸がすごく好きなの。

好きって言っても忠義の好きとは全然違うんだけど。

忠義は男として好きなんだけど

丸は人として好きなの。

すごく優しくて考え方も好きだし、

男なのにみんなにスィーツ買ってこれるぐらい

気の使える人だし、

そうゆう丸がすごいなぁって思う。

男として意識して見たことはないんだけど。(苦笑)
そうだなぁ。

たぶんエイトで意識して見るのは忠義と亮ちゃんだけかな。

でも亮ちゃんも萌え〜とかなるけど愛してるとは

違うし。

やっぱそこは大倉忠義さんだけ。

愛してるのは忠義だけ。

ずっと変わることのない不変の愛。

ずっと壊れることのない永遠の愛。

愛しているから

あなたのすべてが欲しい。

愛しているから

あたしのすべてをあげる。

愛しているから。



あー。なんか溺愛ロジックみたい。(笑)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ参加してます。

ﾎﾟﾁっとなって感じでｸﾘｯｸお願いします。



2005.08.27 Sat 明日で千秋楽。

明日、いよいよｻﾏｽﾍﾟ、千秋楽だね。

なんか早かった。

たぶん８月頭ぐらいに行けるかどうか分からないっていう

現実にぶち当たったせいかな。

それで１日１日がすごくﾄﾞｷﾄﾞｷで。

今日は無事に過ごせたとか

そうゆうこと考えていたからかなー。

で、まひるのｻﾏｽﾍﾟが終わってからも

あっという間だったしね。

なんか夏も終わりだねー。

次に大阪行くこと考えなくちゃだねー。

冬はもっともっと忠義に会いたいし、

もっともっと楽しい時間が欲しい。

つーかその前にﾁｹｯﾄが取れるかどうかが問題なんだけどねー。

そこだよ。

問題は。

だからお金貯めて頑張らないとね。

まひるはすごく夏が苦手で冬大歓迎なので

とりあえずｸﾘﾊﾟは気合もさらに入るんですよ。

（いや、常にだろ。）

つーか空たん、無事かなぁ???
ﾒｰﾙの返事も来ないから心配してるんだけど

たぶんﾊﾞｲﾄでお疲れなんだろうなー。

なんかﾌﾙﾀｲﾑとか言ってたし。

ちなみにまひるは１０時間労働ですけどね。

今日とか腰痛いしさー。

立ちっぱの仕事もなかなかｷﾂｲです。

でも立ちっぱの仕事しかしたことないんだけどね。（笑

じゃ、明日早いし、書くこともないんで

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加してるので



ﾎﾟﾁっとｸﾘｯｸしてください。

ｺﾒﾚｽ

はな（＠章大） はな（＠章大）
了解しましたー。

そっかー。

安田担になりましたかー。

じゃ、また同じｸﾞﾙｰﾌﾟ担当だね。

これからも仲良くしてください。

またはなのﾌﾞﾛｸﾞにお邪魔するねー。

まだ理由とかも読んでないし。

明日早いんでまた。



2005.08.28 Sun ｻﾏｽﾍﾟ千秋楽おめでとう!!!!!

「Magical　Summer」
千秋楽おめでとう!!!!!!

エイトのみなさん、関ジャニのみなさん、お疲れ様でした。

エイトのみなさんはもうすぐｼﾝｸﾞﾙ発売ってことで

まだまだ当分忙しいと思いますが

休める時に休んで充電してください。

特に亮ちゃん。

頑張ってる人に頑張れなんて酷なことは言いません。

自分の今持ってるものすべてを出し切って

そしてまた充電出来る時にすればいい。

でも体にだけは気を付けてください。

無理はしない約束だよ。

Mｽﾃで会いましょう。
あ。その前に∞ﾚﾝｼﾞｬｰで会えるね。

つーか最近ﾈﾀなしなんだよねー。（涙

なんも面白い話もないの。

なんかそんな毎日の繰り返しじゃいけないなー

って思ってるんだけどね。

人生面白おかしく生きたもん勝ちでしょ???
そう考えたらやっぱエイトはすごいなーって思うわけで。

毎日舞台に上がっててそれで毎回おもしろﾄｰｸ

かましててやっぱすごいなーって思う。

ﾌﾟﾛを感じるよね。

そりゃまひるの人生も山あり谷ありなんだけど

最近谷ばっか見てる気がする。（ﾁｰﾝ

ちなみに山はエイト見れた時ね。（笑

そう考えたら一応今年の夏も山あり谷ありなんだけど。（笑

でも谷が大きいだけにｼｮｯｸも大きくてさ。

ま、その谷を山に変えてなんぼなんですけども。（笑



あ。昨日、２４時間ﾃﾚﾋﾞ見てたんだ。

ちょっとだけど。

そしたら「元気が出るﾃﾚﾋﾞ」とか「電波少年」とかの

同窓会とか見たのかな。

つーか元気が出るﾃﾚﾋﾞのｼﾞｬﾆｰｽﾞのｺｰﾅｰで出てきた

人もいるよね。

いるよねｱｰﾝﾄﾞいたよね。

あの番組好きだったなー。

でも出演者で記憶のない人とかもいて

えー。この人出てたっけ???
って思ったりした。（笑

で、猿岩石の森脇さんがﾎｽﾄになってることを知りましたー。（笑

ﾋﾛｼの逆ﾊﾞｰｼﾞｮﾝじゃん。

ま、そんな感じでﾈﾀもないのでこの辺で。

最近ﾈﾀもなくてすみません。（汗

別にまひるのﾌﾞﾛｸﾞなんて気にしてないと思うけど。（苦笑

ま、ちょっとでも面白いこと書けたら

いいんですけどねー。

修行してきます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加してます。

ﾎﾟﾁっとなって感じでﾖﾛｼｸでーす。



2005.08.30 Tue そんなあなたが誇りだった。

こんばんワンツー。

大倉忠義溺愛GIRLまひるです。

今切なくて苦しくて泣いてしまいたい。

でも泣いたら負けだし。

今のすべてを認めてしまうことになるから。

だから泣きたくない。

すべてを否定したい。

ただの遊びとかそんなのらしくないよ。

じゃ、本気??
まひるにそれを問い詰める権利なんてないけど

でも本心が知りたい。

まひるには今のあなたの気持ちが見えない。

まっすぐで誠実なあなたがまひるの誇りだったのに。



2005.08.31 Wed 微妙担??(笑)

桐山照史くん16歳おめでとう!!!!
どんどん前へ前へ出てきてください。(笑)
まひるはそんなあなたが好きです。

パープリンの大倉忠義溺愛GIRLまひるです。

も、ホント頭悪くて。(笑)
昨日からこのブログのテンプレ変更やってるんだけど

朝までかかって半分ぐらいしか出来てないし。(笑)
アホ過ぎて笑うしかない。(笑)
ま、最初だし、多目にみてよ。

しょぼーいテンプレだけど。

近いうちに披露します。

つーか昨日は取り乱してゴメンナサイ。

なんか最近いろいろあってそこに聞いた話だったから

なんかもうすべてがイヤになっちゃってさ。

でももう大丈夫。

忠義のこと信じて、そしてまひるには忠義のために

やるべきことたくさんあるだろ??
って思ったから。

ちょっとした噂に惑わされて自分見失うなんて

まだまだだね。(笑)
それにそのぐらいのことで嫌いになったりとか

するような簡単な気持ちじゃないんだ。

本気だから。

忠義への想いは本物だから。

こんなことで負けねぇ!!!!(笑)

忠義を信じてるから。

あ。今日やっとヲタ誌買ったんだ。

まだ何も見てないけど。(笑)
あ。で、さっき忠義の過去の雑誌見てたのね。

ブ、ブ○ャイク。(笑)



いやね、今が見事に男前だからさ。

アナザーパンフとか死ぬ程ヤバいよね。(大げさ)
つーか自担つかまえて死ぬ程ヤバいとか何事??
お前もたいがいだろ??
そんなまひるさん、

常に微妙担だから。(笑)
あ。でも今はもっそい男前捕まえたなって思ってるけどね。(笑)

ほなおつー。



2005.09.02 Fri 妖精ちゃんの魔法はさすがだね。

大倉忠義に悩殺されたー!!!!
つーか忠義またウインクして投げちゅーまでしてて

やっかしエルフィンの魔法にかかってしまったー!!!!(笑)
夕飯食べながらMステ見てたらオトンが飯がまずくなる
とかブチ切れ気味でチャンネル変えられて

でもエイト後ろの方に座ってたから早くご飯食べて

部屋に戻ろうって思ったらビンゴ!!!!
間に合った〜!!!!
マジ忠義カッケーの!!!!
なんか髪伸びたよね。

マジスチ。

大好ち。

でもって今、積み木くずしのドラマ見てる。

積み木くずしって聞いたことはあるけど

詳しくは全然知らなくて。

ちなみにうちの兄ちゃんも元暴走族です。

うちの家庭環境のせいだけど。

いつも警察にオカンが呼ばれて引き取りに行ってたらしい。

そのことを知ったのも割と最近のこと。

今は兄ちゃんは普通に結婚して子供もいて

会社経営しててって感じで、すっかり更正。

つーか胃が痛くてさ。

昨日の朝からずっと。

で、仕事休んで寝てたんだけど全然良くならないの。

昨日も早々ガン寝してたんだけど。

こんな胃痛になることってめったになくて。

しんどい。

胃が痛くてしんどいのでまた明日!!!!

エルフィン、ベリーキュート!!!!



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞがﾘﾝｸのとこに貼ってあるんで

ﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。



2005.09.03 Sat たとえ遠くても。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるでっす。

はい。初めて自分でﾃﾝﾌﾟﾚのﾃﾞｻﾞｲﾝ考えました。

で、何度かﾁｬﾚﾝｼﾞしたんだけど

結局最後まで完成することが出来ずに

みほ（＠とっつー）にお願いしました。

むっちゃｾﾝｽなくてｽﾏｿ。

なんせﾊﾟｿの前に長時間座ってるってことが出来ない人なので

ﾓﾃﾞﾙさんのｻｲﾄを調べる時間もなく

２つのｻｲﾄさんでやっちゃいました。

もう少し時間かけれたらいいんだけどねー。

つーか今はそれより胃痛ですよ。

胃痛と戦ってます。

今日も結局立っていられず仕事早退しました。

ｵｶﾝに冷たく「仕事行ってたんだ???」って
あしらわれましたけど。（涙

行ったよ!!!!行ったってばよー!!!!
でもね、もう歩く振動とかでもますます胃がｷﾘｷﾘしてきて

仕事行く途中でもうﾔﾊﾞｲってずっと思いながら

職場について我慢して我慢して２時間でもうﾑﾘ!!!!
って思ってそれでも我慢して

「１７時であがっていいですか???」
って聞いたら仕方がないなーって言われて

とりあえず早退して寝てました。

ｵｶﾝに胃カメラ飲んできなさいよーとか

言われたけどそれだけは絶対ﾑﾘ!!!!!
病院は行くけどたぶん胃カメラとか言われたら

暴れるね。（笑

つーか泣いて「帰るーっっ!!!!」って言うかどっちか。（笑
ｵｶﾝが精神的なものじゃない???って言うんだけど
それが思い当たるふしがないのですよ。

全然悩むこととかもなくー。

そんなんで胃潰瘍とかなるはずもなくー。



ま、病院行ってみないと分からないんだけどね。

そんなわけで今ｺﾒﾚｽ等はどのﾌﾞﾛｸﾞでも

控えさせていただいてます。

ﾎﾝﾄ、ｺﾒﾝﾄは全然してくださって結構なんですけど

返事は遅くなると思います。

なんせ携帯から更新しててﾊﾟｿを立ち上げてないので。

たまに立ち上げる時もあるけど

ｺﾒﾚｽとかはしてる余裕がないので。

そんなわけでｺﾒﾝﾄはちゃんと読んでますが

お返事は遅くなること失礼かと思いますが

ヨロシクお願いします。

あー。明日はやぐらだねー。

エイトのみなさん頑張ってください。

そして踊る方、見る方も楽しんできてください。

まひるはそれが放映されることを願って

仕事に行くか家で寝てるかのどっちかだと思います。

寝てるかって書くとめっちゃｸﾞｳﾀﾗな人みたいだけど

胃が痛くて休むかってことですからー。（笑

TVで放映されたらいいなー。
去年みたく。

去年のやつ見てめっちゃﾃﾝｼｮﾝ上がったもん。

楽しかったなー。やぐら。（お前はTVの前だろ

そんなわけで胃痛によりしばらくｸﾞｳﾀﾗ更新になると

思いますがご理解の程をﾖﾛｼｸお願いします。

よっぽどじゃない限りお休みはしませんのでー。（笑

お休みしたらよっぽどなんだなって思ってください。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾘﾝｸのとこに貼ってあるので

ﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸお願いします。



2005.09.04 Sun 大倉忠義さんは年上あり??

中丸雄一くん、22歳おめでとう!!!!
まさかあなたがこんなオモシロキャラだったなんて

知りませんでした。(笑)
これからもKAT-TUNのムードメーカーとして
頑張ってください。

相変わらず胃がキリキリしてるまひるです。

とりあえず明日は頑張って仕事行って

明後日病院行ってきます。

治るまではぐうたら更新になりますけど

お許しください。

治ったらビシッとしたこと書くんで。

なんせ胃痛で何も思い浮かばないし、

Mステもオンタイムで見ただけでリピって見てないからね。
来月自分の部屋のビデオデッキ買おうと思って。

部屋でヲタビ鑑賞出来ないのは痛いし。

リビングだと音も小さくして夜中とか見れないし。

ホントはDVDレコーダーとビデオデッキが一緒に
なってるやつが欲しいんだけど

この際仕方ないや。

また買える時に買えばいいし。

あ。そだ。

裸の少年にヨコヒナが出たやつまだ見てないんだけど

あれってちゃんと放送時間通りにやりました??
まひる、仕事だったから予約普通にして

まだ確認してないんだけど。

なんかその話どこでも聞かないから気になって。(笑)
なぜか忠義は2回も出てるんだよねー。
なんだろ??
確か最初に出たやつが大阪に行く前日か何かで

慌ててバイト終わってから見たの。

可愛かったなぁ。

ただよち。(笑)
ちなみにビデオの整理が行われてないので



今そのビデオはどこかに消えました。

ビデオデッキ買ったらビデオの整理もしたいんだよなぁ。

空(@章大)に貸す約束になってる
NEWSゲストでヒナヨコがHEY3に出てるやつも
謎になってるし。(笑)
なんかだいたいさ、元嵐担だからバレーボールとかの

ビデオも編集なしでまだあるからね。(笑)
あ。元嵐担って初御披露目だった??
はい。97年から相葉担でした。
たぶん相葉ちゃんの写真すごい持ってるよ。

ショップに初登場の時から嵐デビューしたちょっと後まで

だから。

「新宿少年探偵団」とかビデオもパンフも持ってるし。(笑)
あの時のヨコの印象。

しろっ!!!!(笑)
最近見慣れたからかなぁ??
白いとかあんまり思わないけど当時はかなり白かった。(笑)
写真とか見ても１人だけ浮いてるの。(笑)
3馬鹿がまだ16歳ぐらい??
えぇーっっ!!!!
マジでか!!!!
まだすばるがちっちゃいオッサンになる前だ。(笑)
あー。そりゃあ福原まひるさんも年をとりますよ。

来月でゆっちとタメっこですからー。(涙
ちなみに忠義は年上とか平気なのかなぁ??
もっそい気になる。

年上と年下だったらどっちかなぁ??
まひるはあんまり年齢とか気にしたことないけど…。
好きになった人がたまたま年下だっただけで。

忠義なら甘えたり甘えられたりも出来そうだし

って思うからあんまり年下とか意識したこともないし。

みんなそんなもんだよね??

じゃ今日はこの辺で。

ジャニーズブログランキング参加してます。



リンクのとこに貼ってあるのでポチっとヨロヨロ。



2005.09.05 Mon やっかし、大倉忠義。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけども。

いやー。胃痛から復活しましたー。

でもとりあえず明日か明後日ぐらいには病院行こうと

思ってるんですけど。

なんか今回みたいな胃痛、今年が初めてで。

しかも２回目だからちゃんと検査した方がいいなーって

思ってね。

なんかね、大倉忠義級に食いしん坊ちゃんな

まひるがあんまり食べれないとか

胃痛がするとかあり得ないのですよ。

なんか去年のｼﾞｰﾝｽﾞとかﾕﾙﾕﾙだもん。

今日ね、かめち（＠亀梨）から手紙が来てたんだ。

ﾎﾝﾄはﾄﾞﾘﾎﾞの時に会おうって約束してたんだけど

まひるの都合があわなくて

会えなかったのね。

それで亀ちゃんの昔の写真とかまひる持ってたから

かめちに持ってて欲しいなーって思って

かめちに送ったんだ。

そしたら今日、手紙が届いてて。

なんかﾎﾝﾄにかめちは亀ちゃんのことが好きなんだなぁーって

思った。

かめちは確か今、高２なのかな。

で、かめちが中３の時に某掲示板で知り合って

一時期間があいて高校生になったかめちと再会したんだ。

中学生の時と再会した時のかめちの印象が変わってて

すごいびっくりしたの。

すっごい大人で亀ちゃんのことをまっすぐな気持ちで

好きって言ってるそんなかめちがすごく

輝いていてｽﾃｷだなーって思ったの。

かめちにはかめちなりのいろんな苦しみ切なさとか

あるんだと思うんだけど

でもまひるがすごいなー、カッコイイなって思える中の



１人だよね。

まひるってみんなにはどう映ってる???
別にかっこよくなくてもいいけど

読んでくれた人の印象に残る人になりたい。

それだけかな。

あー。この人、確か大倉担のｱﾎな人だ。

ぐらいで全然いいんです。

あ。それさえも贅沢なような気がしてきた。（笑

いいんです。いいんです。

所詮ﾍﾎﾞﾌﾞﾛｸﾞ書きの福原まひるですから!!!!!

なんかでもね、まひるも今まで結構担当って

替わってるんだけど

今が１番って言い切れるよ。

辞めちゃった自担もいるんだけど

その人を越えてるかどうかは分からないけど

でも大倉忠義と言う人に出会って

まひるは変わった。

深いとこまで考えるようになった。

どうしたらエイトに忠義に喜んでもらえる応援が

出来るだろうとかそうゆうとこまで

考えるようになった。

前から考えてはいたんだけど

こうやって文章にしたこともないし、

相方に話したこともたぶんなかったんじゃないかなぁ。

でも今は苦しいこと切ないこと楽しいこと

すべてをこうやって文章にするし、

相方とも話す。

そうすることによって自分の気持ちの再確認が

出来てるんじゃないかなぁ。

それで不安とかも全部笑いとばして

自分の中ではすごく満足のいく応援が出来てる気がする。

そりゃまだまだまひるにはﾌｧﾝとして

至らない部分たくさんあると思う。

でもそれをこうやって文章にして反省したり、

∞ﾚﾝｼﾞｬｰや雑誌なんかでエイトメンから



学んだりして成長出来たらいいなーって思う。

だからやっかし、大倉忠義なのです。（笑

あ。そういや、昨日のやぐらでヒナと忠義もﾎﾜｲﾄﾊﾞﾝﾄﾞ

してたんだってー。

まひるも毎日してますよー。

今もしてまーす。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ参加してます。

ﾘﾝｸのとこに貼ってあるのでﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。



2005.09.06 Tue 入所８周年おめでとう!!!!!

忠義、亮ちゃん、章大、丸

入所８周年おめでとう!!!!!

入所８周年かぁー。

この８年前があったからこそ今現在エイトが存在するわけで

あってこの８年前がなかったら今エイトは

存在しない。

そんなわけでまさか当時は自分が大倉担になるとは

想像もしてなかったんですけども。（笑

でも今はすごく自分の中でエイトというｸﾞﾙｰﾌﾟ、

大倉忠義という人間が大きな存在になっています。

たぶんこんなに人を好き、いとおしいと思ったことも

ないと思う。

だから忠義に出会えた奇跡を大切にしたい。

そしてこれからもずっとずっと忠義をエイトを応援して

いきたいと思ってます。

一緒に成長していきたい。

一緒につらいことも楽しいことも分かち合って

いきたい。

８年前の今日にありがとう。

関ジャニ∞大倉忠義担当＊福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾘﾝｸのとこに貼ってあるのでﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。



2005.09.07 Wed ﾏﾝｾｰって言うな。（笑

あ。どうも。福原です。（笑

（この入り初めてだ。）

いやね、今日、もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞの方、

みほたん（＠とっつー）に

ﾘﾇってもらったんだけど

ﾏｼﾞすごく気に入ってて。

自由にやってください。ってお願いしたんだけど

ちゃんと忠義ｶﾗｰも入ってるし、

ﾌﾞﾛｸﾞﾀｲﾄﾙの下の言葉に感動。

やっぱさすがみほ、分かってるなぁーって

感じですごく嬉しかったんです。

気になった人はﾘﾝｸのとこから「One　Way」に飛んでください。

つーか美容院に行きたいのです。

縮毛矯正をかけて黒く染めて限りなく金髪に近い

ｴｸｽﾃをつけたいのー。

ちなみに今は茶色い髪にｱｼﾝﾒになってて

左側だけ肩の下５ｾﾝﾁぐらい。

でもさ、今月そろそろｸﾘﾊﾟの申し込みとか

来ちゃうじゃん???
だからなるべく安く仕上げたくて

いつもの美容院じゃなくて安いとこ探してるんだけど

うちの近所の美容院が先月いっぱいまでだったら

縮毛矯正が１万円ぐらいで出来たのね。

サービス期間で。

で、雑誌見てたらそこの姉妹店の店の名前が

「ｴﾙﾌｨﾝ」でさー。（笑

あ。ぜってぇーいきてぇーとか思ってみた。（笑

そんなわけで今月中に美容院探して行ってきまふ。

もうね、大阪の水が髪質にあわないとか言いたくないし。（笑

なんか水曜日ってもっそい１日が長く感じるんだよね。

たぶん次の日が∞ﾚﾝｼﾞｬｰの更新だからなんだけど
あれってやっぱエイトの言葉がﾓﾛに胸に入ってくるでしょ???
だからすごいまひるにとって重要な日で



あれの言葉で１週間が違ってくるんだよね。

すばるがまたﾀﾞｳﾅｰだったらどうしようとか

亮ちゃん、お疲れかなぁ???とか
章大の今回の写真はどうかな???とか
丸の今日の一言もｽﾃｷだなとか忠義にまた惚れ直してみたり、

ヒナちゃんの言葉も重みがあるなとか

ヨコの生い立ちｼﾘｰｽﾞはどんなかな???とか
すっごい気になるんですよ。

もう木曜日なんて仕事してても時計ばっか気にしてて

早く帰って∞ﾚﾝｼﾞｬｰ見ないとって。
そんなわけでこれからもエイトのみなさん、

面白いことたくさん書いてください。

そして全国のﾌｧﾝを感心させてください。

そ、そ。

今ね、DyDoの自販機でしか売ってるの見たことないんだけど
「梅よろし」っていうｼﾞｭｰｽにﾊﾏってるの。

つーか名前から言ってちょっと小ﾊﾞｶにされてる

感じなんだけど

これﾏｼﾞうまい。

元々梅酒ﾛｯｸとかすっごい好きなんだけど

それのｱﾙｺｰﾙ抜きって感じ???
あ。でも梅酒よりも甘くない。

さっぱりしてる。

ま、気になった人はDyDoの自販機見つけたら
買ってみてください。

今日、忠義ﾈﾀ書いてないなぁー。（涙

今日から忠義も９年目ｽﾀｰﾄですよ。

ﾗｼﾞｵの方は確か、丸とヒナちゃんだったのかな???
ってことは忠義はｵﾌだったのかな???
忠義ってｵﾌの日とかってｲﾝﾄﾞｱ派なのかなぁ???
ｱｳﾄﾄﾞｱ派なのかなぁ???
まひるは完璧ｲﾝﾄﾞｱ派です。

最近は何してるかというと相変わらず１人DJですよ。（笑
CD聴いたりﾚｺｰﾄﾞ聴いたり。
後は最近また始めたんだけどﾄﾞﾗﾑやってます。



なんか前夜祭とかで忠義見てたら

まひるも頑張ろうーって思ってね。

せっかくﾄﾞﾗﾑ叩けるんだからやらなかったら

腕落ちてくだけだし、と思ってCD聴きながら
ﾄﾞﾗﾑの練習しています。

あ。そうだ。思い出した。

昨日のｷﾞﾓﾝでさ、合コン初めてのアキバ系の男の人

いたじゃん???
あの人が２ちゃんねる用語使ってて思い出したのね。

まひるの前のﾊﾞｲﾄ先でﾊﾞｲﾄ終わって帰ろうとしたら

夜勤の人が店長と話してて

最後に一言「ﾏﾝｾｰ。」って言い放ったの。（爆笑

やめてくれー。

ﾏﾝｾｰとか普通使わないから!!!!!（笑
せめて「萌え〜」ぐらいにしておいて。

あー。この人完璧なアキバ系だ。って思ったね。

分かるまひるもどうかと思ったけどね。（笑

店長は気づいていない風だったけどね。

いや、かなりドン引きした。

ﾈｯﾄで使う分にはいいけど実際口にすると

ﾎﾝﾄ引くよ。

まぁ、面白かったんですけど。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾘﾝｸのとこに貼ってあるのでﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。



2005.09.08 Thu 美容院行ったった。

美容院行ってきたよー。

黒くして縮毛矯正かけてきた。

ﾏｼﾞｻﾗｻﾗだし。

でもｴｸｽﾃはまだなんだ。

来月になったらｴｸｽﾃ専門店発見したから

そこに行こうかなーと思って。

そこでまつげﾊﾟｰﾏもやってもらって

後は乱視用ｺﾝﾀｸﾄ買えばｸﾘﾊﾟまでにﾊﾞｯﾁｼ。

気が早い???（笑

そんなわけで先週やらなかったので

今週はやります。

勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ!!!!!

渋谷すばる様

なんか久々に元気なすばるだね。

なんか嬉しかったよ。

そしてやっぱり男前と言ってるすばるが１番好き。

これからもずっとずっと男前と言い続けて欲しいな。

やぐら行きたかったなぁー。

男前なすばるに会いたかった。

内博貴様

こんばんﾜﾝﾂｰ。

２週間ぶりですね。

なんか夏も終わりだね。

まひるは金髪一歩手前の髪を黒く染めました。

ﾋﾟﾛｷは何か変わったこととかありますか???
もうすぐﾋﾟﾛｷ誕生日だね。

ちゃんとお祝いするからねー!!!!!
良い誕生日を迎えられるといいね。

錦戸亮様

亮ちゃん、「がんばっていきまっしょい」お疲れ様でしたー。

来週も必ず見るよー。



悦ﾈｪﾎﾝﾄに最高でしたね。

まひるも号泣しました。

鈴木杏ちゃんは個人的にすごく好きな女優さんです。

つーかﾌﾞｰはどう見ても童貞だよー。（失礼

だって悦ﾈｪのことが好きで悦ﾈｪのことしか

見てないもん。

だから童貞だと思います。

悦ﾈｪとの最後どうなるか楽しみにしています。

悦ﾈｪに気持ち伝えられたらいいね。

「１ﾘｯﾄﾙの涙」がすぐ始まってしまって

役の切り替えとか難しいかもだけど

亮ちゃんの頑張り認めます。

丸山隆平様

まひるは毎日起きるのがしんどいです。（涙

誰かまひるの生活軌道修正してー!!!!!
朝さわやかに目覚めたいです。

いつもけだるくて職場で小ﾊﾞｶにされてますよー。

丸のね、追伸、涙があふれた。

きっと彼へのﾒｯｾｰｼﾞだよね。

そしてまひるにもすごく染みた言葉でした。

最近のまひるも息苦しさを感じていて

なんかすごく空気が淀んでてｲﾔだったんだ。

だからすごく丸の気持ちが嬉しかった。

丸、いつもいつもありがとう。

安田章大様

やぐら、行けなかったんだ。

すごく残念です。

行こうと思えば行けたんだけど

やっぱｸﾘﾊﾟにかけたいから我慢かなって思って

我慢しました。

でも気持ちは一緒だよ。

たぶん来年も行けないかもだけど

でも気持ちはいつもエイトと一緒だから。

大倉忠義様



関係ないんだけど２〜３日前に弟さんの学校に

お弁当届けたんだってね。（笑

いや、可愛い〜。

ただよっちゃん。（笑

そんなただよっちゃんが好きです。

うんうん。

忠義がV6の剛くんに憧れて事務所に入ったのは
有名な話だよね。

またそこで諦めていたら今の忠義はないわけで。

でもね、小学生の頃の忠義も可愛かったよ。

だから全然ｼﾞｬﾆｰｽﾞに受かっても当然だと

まひるは思ってたよ。（自担溺愛???）
そんなｼﾞｬﾆｰｽﾞ事務所に感謝しています。

鼻たらしの忠義少年を救ってくれてありがとう。（笑

そんな鼻たらしの忠義少年が大好きです。

これからもずっとずっとﾖﾛｼｸね。

村上信五様

まひるも熱い人かな???（笑
自分では結構熱い人だと思ってるんだけど

自称???（笑
でも自分分析をするとすごく何事にも興味津々で

好きなことにはとことんﾊﾏってしまう

ｦﾀｸ体質です。

すごく音楽が大好きで音楽語らせるとついつい

熱くなってしまうんですね。

そしてエイトのことが大好きです。

すばる、ﾋﾟﾛｷ、亮ちゃん、丸、章大、忠義、ﾋﾅちゃん、横が

本気で本気で大好きです。

エイトのこともついつい熱く語ってしまう

ｦﾀですけどこれからもﾖﾛｼｸです。

横山裕様

え???今日それだけ???
恋愛話は来週まで持ち越しなの???
来週楽しみにしてるよー。

好きな人が親友とかぶるって微妙だよねー。



まひるもかぶったことあるけど···｡（笑

でもね、親友に引かれてしまって

なんかまひるとしてはお互いどっちが勝っても

負けてもうらみｯｺなしね。

ぐらいの気持ちでいたんだけどね。

なんかその時はｼｮｯｸだったなぁー。

というわけで本日のｺﾒﾚｽは終了です。

ｻﾝｷｭ。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ参加してます。

ﾘﾝｸのとこに貼ってあるのでﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。

ｺﾒﾚｽ

華葵（＠つよ） 華葵（＠つよ）
了解しますたー。

最近ご無沙汰しててｺﾞﾒﾝね。

またいっぱい絡もうねー。

つーか今日は暑くて汗だくなんですけどもー。

でも１日の約３分の１は美容院のｲｽでしたけどもー。

髪、真っ黒にしたった!!!!!（笑
あとｴｸｽﾃつけて終了よー。

ほなまたー。



2005.09.10 Sat 内博貴様。19歳おめでとう!!!!

内博貴くん19歳おめでとう!!!!
浪花のプリンスだよねー。

おっぱい好きだけど。(笑)
そんなピロキが大好きでこれからもずっとピロキと

一緒にいたくてずっとずっと8→1だし、
待ってるから!!!!
19歳おめでとう。
19歳という年のスタートが良い感じできれてたら
いいなぁ。

新たな希望を胸に突き進め!!!!

関ジャニ∞大倉忠義担当＊福原まひる。



2005.09.11 Sun 安田章大様。２１歳おめでとう!!!!!

安田章大くん、２１歳おめでとう!!!!!

章大も２１歳かぁー。

でも中身は今と変わらないで欲しい。

誰にでも優しくて可愛い章大が好きだから。

いつまでも可愛らしい章大でいてね。

やっかしとか花束ﾄﾞｳﾃｲとかﾅｹﾞｯﾄくださいをﾅﾌﾟｷﾝくださいって

言ってしまうような章大が好きです。

章大にとって２１歳という年が飛躍の年に

なりますように。

ずっとずっとこれからも見守っているから。

ﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｰ章大。

２日も放置してｺﾞﾒﾝなさい。

自分の中でいろいろなことがありすぎて

気持ちが対応できなかったりして。

もう大丈夫だけどね。

つーかうちのｵｶﾝが森田剛くん好きなんて初めて知った

んですけどぉー!!!!!
だって今まで滝様とか吉沢悠くんとか好きだったじゃん!!!!
系統で言えば甘め系だよね???
それをいつから森田剛くん!!!!!
空（＠章大）にまひるとかぶってるのがｳｹる。

とか言われちゃいましたけどぉー。

じゃ、おっしーとか聖とかも好きかなぁ???（笑
あー。あと城崎仁さんとか。（笑

ここの４人って顔の種類一緒だよね???
新たなｵｶﾝの一面発見ですよ。（笑

じゃ、また夜かけたら書きます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ参加してます。



ﾘﾝｸのとこに貼ってあるのでﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。

ｺﾒﾚｽ

さき（＠章大） さき（＠章大）
おぉー。復活したんだ???
ｵﾒﾚﾄ。

また遊びに行くねー。

今日は章大の２１歳の誕生日だね。

さきは何かお祝いするのかな???
またいっぱい絡もうねー。



2005.09.12 Mon なんか自分ちっちゃいﾔﾂって思った。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるでっす。

なんか今日仕事から帰ってきたら

ご飯がなかったんですよ。（涙

今から作るからーとか言われてさ。

つーかもう９時半ですよ。

今からって···｡（涙

なんかそれでｶﾁﾝってきちゃって

自分ってちっちゃいﾔﾂだなぁーって思いました。（苦笑

まぁ、それは今冷静だから言えるんですけど

さっきはﾎﾝﾄｶﾁﾝってきてて前が見えなかったから。

あと自分の気の利かないとこがｲﾔ。

昨日だって空（＠章大）にしてあげられること

いくつかあったはず。

それなのに自分のことでいっぱいいっぱいになってた

自分がｲﾔだなぁーって思った。

もっと相方に親身になってあげてたらって思うと

ﾎﾝﾄ切ないです。（涙

こんなﾔﾂを相方と言ってくれる空。

有難いと思ってます。

あー。そういや、まひるもすっかりﾀﾞｳﾅｰだね。（笑

全然そんなつもりもなかったんだけど

ﾀﾞｳﾅｰかも。

でも明日は「好きやねん、大阪。」の入荷だから

ﾌﾗｲﾝｸﾞｹﾞｯﾄしてくるよー。

仕事休みだし。

ずっとずっと聴いてｻﾏｽﾍﾟのﾊﾟﾝﾌやら雑誌やら見て

エイト祭りしてやるぅー!!!!!（笑

あ。この間さ、美容院で雑誌読んでたら

亮ちゃんの記事が載っててｶﾞﾝ見してやった。（笑

まひる、雑誌とかって基本的に家とかじゃないと



落ち着いてみれないﾀｲﾌﾟでさ。

だから立ち読みとか美容院で熟読とか出来ないのね。

でもいつか美容院でおっしーの記事を読んだ時と

同じぐらいｶﾞﾝ見してやった。

つーかおっしーと言えば矢田亜希子さんと付き合ってるんだよね。

なんかおっしーって共演者食い???（苦笑
でもお似合いすぎる!!!!!
矢田ちゃん大好きだし。

結婚して欲しいぐらいお似合いだわー。

いいなぁー。

美男美女。

あ。そういえばさ、ＴＶｶﾞｲﾄﾞの章大のﾋﾞｼﾞｭがもっそい好きー。

表紙も中のﾊｯﾋﾟ着てなぜか前押さえてる写真も好きー。

ちなみにまひるの今の携帯の待ちうけは

それのﾋﾟﾝﾅｯﾌﾟの忠義です。

忠義、髪伸びるの早いよー。

だってちょっと前まで前髪ﾊﾟｯﾂﾝだったじゃん。（笑

なのにﾃﾚｶﾞｲのやつ普通に前髪あるんですけどぉー。

しかもまひるが昔よくやってた外ﾊﾈですよ。

まひるもあんな感じの髪型してた時あった。

空と出会った頃なんだけど。

ちなみにまひるさん、強烈にﾃﾞｺ狭いです。

前髪が今目にかかるぐらいまであるけど

それだとﾎﾝﾄ前髪ﾎﾟﾝﾊﾟするのがｷﾞﾘｷﾞﾘって感じで。（笑

どんだけﾃﾞｺ狭いんですか???
って思ったもん。

あー。もっそい忠義に会いたいです。

でも忠義に次会えるまでに自分にはしなければ

ならないことがたくさんあって。

ｴｸｽﾃつけて新しいｺﾝﾀｸﾄ買ってﾀﾞｲｴｯﾄして

ﾋﾞｼﾞｭ的にはこんなもんかな。（笑

で、もっとしっかりした大人になりたい。

最近ずっとｴｷｻｲﾄ!!のすばるＢＡＮＤばっか見てる。
あれ別に忠義が満載に映ってるわけでもないでしょ???
でもすばるＢＡＮＤがすっごい好きで。



すばるの歌いだしとか震えがくるの。

まひるは「Ｏｎｅ」って単語が好きなんだ。

だからもう1ｺのﾌﾞﾛｸﾞのﾀｲﾄﾙも「Ｏｎｅ　Ｗａｙ」だしね。
なんかよく分からないけど

強くならなきゃ。しっかりしなきゃ。ってｲﾒｰｼﾞがあるのかな。

大好きだよ。

エイトが。忠義が。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ参加してます。

ﾘﾝｸのとこに貼ってあるのでﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。



2005.09.13 Tue 忠義カラーのビリケンさんが欲しい。

山梨で初めてホワイトバンドしてる人に遭遇。

で、その日は黄色のバンドしてる人も2人みかけた
んだけど黄色は何の意味があるの??
なんかバイザーの人に会ったらそれは何の意味が

あるの??って聞かれて。
で、その時バイザーの人に他の色もあること

教えてもらってさ。

へぇ〜なんて思ってさ。(笑)
なんか亀ちゃんが他の色してるとか。

つーか今日からだよね??
劇団演技者にシゲたん達が出るの。

絶対見るぅ〜。

面白そうだもん。

メンツが!!!!(笑)
もう、シゲたんだけで絶対見る!!!!
って思ったもん。

自称シゲたん好きのまひるさん。(笑)
はせけんカンバッーク!!!!って感じだし。(笑)
あ。なんかメン愛かなぁ。

あれで慶ちゃんが書いてたんだけど

亮ちゃんがシゲに「そもそもシゲってモテるの??」
って聞いたことに爆笑。

亮ちゃんオモロ。ウププ。

シゲも微妙に答えに困ってるし。(笑)
で、「学校ではモテますよ」って。(笑)
シゲたん、学校でモテてるんだ??(笑)
まひる、電車の中でシゲたんに遭遇したことあるんだけど

カッコ良かったって!!!!(笑)
なんか電車乗ってたら車両移動してくる男前がいて

よく見たらシゲたんだった。(笑)
ミーハー心にガン見。(笑)
何気にシゲたんのショップ写持ってるからね。(笑)

あ。本日、フラゲしました!!!!



「好きやねん、大阪。」。

あーぁ。「好きやねん大阪」って書いてある

ストラップ欲しかったなぁ。

あと忠義カラーのビリケンさんは今度絶対買う。

ビリケンさん大好き。

むっちゃ顔可愛いよね??
まだ1度も生のビリケンさん見たことないけど。
完全に大阪にハマってる。(笑)
だって好きやねん、大阪!!!!だもん。
すばるのビリケンさん可愛いし。(笑)

あ。なんかさ、大阪の漫喫に行った時に

まひるかなり受付でぼーっとしてたらしくて

しばらく間があってから

受付の人に「ホントによろしいですか??」って言われた。(笑)
よろしいっつーの!!!!(笑)

今日は見たい番組がたくさんあるから早めにブログ更新。

しょいも最終回だし、ギモン見て演技者見て

ヲタ三昧!!!!

ほなおつー。

ジャニーズブログランキングに参加してます。

リンクのとこに貼ってあるのでポチっとヨロヨロ。



2005.09.14 Wed 涙が止まらなかった。

今日、いつもの通院行ったんだ。

過呼吸のやつね。

それで最近ｲﾗｲﾗがひどくてって言って

事情をすべて先生に話したんだ。

そしたら話してる時に

もう涙が止まらなくて

「あー。まひる、やっぱ苦しかったんだ。」って思った。

で、帰りながらも涙が止まらなくて。

ずっと我慢してたものが一気にこみあげて

きてしまって。

で、薬少し増やしてもらって

「これで少しはﾗｸになれるから。」って

言われた時、ちょっとほっとした。

で、話は変わって。

昨日の「劇団演技者」めちゃ面白かったんですけどぉー。

ｼｹﾞたんの「熟女のやつ貸してくれよー」って

さわやかな顔で言ってるのとかﾁｮｰｳｹたし、

しまいにゃﾉｯﾃｨｰに「お前性癖おかしいよ」とか

言ってるのとかめちゃｳｹた。

ｼｹﾞたん、ﾅｲｽって親指立ててみた。

元々、まひるってちょっと逝っちゃってる人で（笑

あーゆう逝っちゃってる系のお話大好きなのね。

劇団演技者ってそうゆう話多いから

すごく好きな番組で。

なんかずっと寝てるてごにゃんとかもっそい気になるし。

絶対てごにゃん逝っちゃってる人の役だよね。

まひる、手越くんって結構好きでさー。

歌ってる時とかは別に好きってわけでもないんだけど

お芝居してる時の手越くん???
ﾎﾝﾄすごい目がいいと思うんだよねー。

目で芝居出来る人だと思う。

まだ事務所に入って浅いのにすごい存在感が

あるんだよね。

それはすごいまひるはかってるんだ。



彼は大物だよ。

ってまひるが決めることじゃないけど。（笑

絶対１度はＮＥＷＳｺﾝに行ってみたいって思ってる。

ＮＥＷＳでの内亮が見たいってのもあるし、

手越くんが見たい。

あ。もちろんシゲたんも!!!!!
へたれﾀﾞﾝｻｰシゲたん。（笑

あ。今日エイトのことまだ何も話してないや。（苦笑

新曲発売日なのに。

今日、関西の方ではＴＶ出っ放しだよね。

関西方面の人がうらやましいー。

もっと東京の方でもｶﾞｯﾂﾘ売り込んで欲しいよー。

もうＨＥＹ３を楽しみに生きてくよ。（涙

仕事だからｵﾝﾀｲﾑで見れないのが残念だけど

次の日に見ようー。

またどんだけﾀﾞｳﾝﾀｳﾝさんにいじられてるか楽しみだなー。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾘﾝｸのとこに貼ってあるのでﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。



2005.09.15 Thu エイト、今日も愛してます。

なんか今日これやるかどうか悩んだんだけど

やっぱりやりたい気持ちが大きくて

ただの自己満なんだけどね。（笑

そんなわけで勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ。

渋谷すばる様

好きなﾊﾞﾝﾄﾞのﾗｲﾌﾞ観にいけたんだね。

たくさんのﾊﾟﾜｰをもらってきたみたいで良かったです。

そうやってすばるがﾊﾟﾜｰをそのﾊﾞﾝﾄﾞさんからもらった

ようにまひる達もエイトからﾊﾟﾜｰをもらってるんですよ。

それはすごく良いお仕事だと思います。

正直うらやましくも思います。

これからもすばるの歌声で魅了させてください。

内博貴様

こんばんﾜﾝﾂｰ。

お元気ですか???
まひるは元気とは言えないけど

でもエイトメンにﾊﾟﾜｰをもらってなんとか頑張っています。

きっとﾋﾟﾛｷもそうでしょう。

エイトメンはなんと心優しく暖かい人達の集まりなんだろう

って心から思います。

ﾋﾟﾛｷの帰ってくる場所はいつでもちゃんとあるし、

そして待ってる人達がたくさんいます。

ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟしたﾋﾟﾛｷを待っています。

頑張って。

錦戸亮様

「がんばっていきまっしょい」お疲れ様でした。

きっとまたたくさんのことを学んだことだと思います。

それを次のﾄﾞﾗﾏに生かして欲しいなーって思います。

もちろんeighterだから錦戸担じゃないけどちゃんと見るよ。
安心して。

うん。亮ちゃん、ありがとう。



今日のまひるは過去を振り返って泣いていた。

でもしっかり前を見据えて頑張るよ。

ﾆｯﾄｷｬｯﾌﾟ可愛かったよー。

また当分かぶり倒すのかな???（笑

丸山隆平様

「自分は何のために生まれてきたのか···。」

難しいよね。

きっと丸ちゃんは人に笑いと安らぎを与えるために

生まれてきたんだと思うよ。

丸ちゃんの文章読んでるとすごくほっとする。

今日のね、追伸の

「やさしい歌を歌いたいなぁ、きみが泣いているなら。

力強い歌を歌いたいなぁ、きみが凹んでるなら」

って言葉すごく胸にｷｭｰﾝってきた。

今のまひるは泣いて過ごしていたから。

だから丸にぎゅーって抱きしめてもらったような気がした。

暖かかった。

丸のぬくもりが伝わってきたよ。

ありがとう。丸。

丸はいつもまひるの心を見透かしたような言葉をくれる。

ありがとう。丸山隆平くん。

安田章大様

誕生日の日に書いたんだね。

ﾒﾝﾊﾞｰにお祝いしてもらえてよかったね。

最高に幸せの瞬間だったんじゃないかなぁ。

章大の感謝の気持ちきっとﾒﾝﾊﾞｰにも

ちゃんと届いてると思うよ。

泣いたっていいじゃん。

うれし泣きって綺麗な涙だもん。

２１歳おめでとう。

大倉忠義様

えぇー!!!!!
忠義、まだ合格って言われてないの???（笑
大丈夫大丈夫。



もう完璧に関ジャニ∞の太鼓担当だから。
新聞配達したりﾊﾟｿｺﾝ入力のﾊﾞｲﾄしながらの冬の時代は

相当辛かったと思う。

周りにﾔﾝﾔﾔﾝﾔと言われ忠義の気持ちも張り裂けそう

だったと思う。

でも努力したから今の地位があるわけだし、

その努力はﾎﾝﾄまひるはかってます。

忠義の１番尊敬する部分だし。

今のまひるって前を見ても闇しか見えてこないんだ。

どうあがいてもどうにもならないことってあるじゃない???
そんな感じ。

まひる1人の力ではどうにもならないこと。
それが今のまひるの闇。

でも忠義の言葉はすごく心に響いたし、

ﾊﾟﾜｰをもらった。

ありがとう。忠義。

どんな状況にも負けない忠義が好きだし、誇りに

思います。

村上信五様

信頼が根かぁー。

まひるは今誰かと信頼関係を作れているのでしょうか???
なんかすごく心細いです。

１人ぼっちのような気がします。

ﾎﾝﾄ支えあうには信頼がないとﾀﾞﾒだとまひるも思います。

家族ともﾎﾞﾛﾎﾞﾛ、

唯一の救いは病院の先生。

親身になって話を聞いてくれる。

まひるの気の済むまで話を聞いてくれる。

なんか寂しい人生だね。まひるって···｡

でもまひるも少なくてもいい。

濃い緑の葉をつける木になりたい。

なれるだろうか???
頑張りたい。

横山裕様

せっかく楽しみにしてた恋愛ﾄｰｸはお休みですか???（笑



まひるも春先まで歯医者に通ってました。

上手な先生なので痛くはなかったのですが

いろいろ大変でしたねー。

昨日、ＦＭ　ＦＵＪＩ聴くの忘れました。

ｺﾞﾒﾝなさい。

今日はこの辺で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾘﾝｸのとこに貼ってあるのでﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。



2005.09.17 Sat 握手会行ってきたー!!!!

握手会行ってきたー!!!!
なんか軽く凹んだけれども。(涙
ちなみに今回は後に翼魂が控えてるため

巻き巻きモード。

で、たぶんブースが分かれてるよねー

みたく相方空(@章大)と話しててでも章大と忠義が
一緒だったらいいけどみたく言ってたんだ。

でも結局まひる達の時は

丸、すば、忠義が一緒。

章大、ヒナ、ヨコが一緒。

一応どっちのブースかは選べるんだけど

空たんと別々は寂しかったなり。

で、たぶんまひるだけだと思うんだけど

すば、忠義テンション低っ!!!!
毎年恒例のハイタッチをしたんだけど

丸はノリノリで返してくれたけど

すばちゃんに至ってはキョトン顔ですよ。(涙
忠義が朝弱いのは知ってるので慣れっこなのですが

さすがにちょっと凹んだ。

まひるさーん、凹みました。

ベッコシ!!!!(笑)

寝ないで始発に乗って2時間半頑張って行ったのに
このオチ。

まぁ、すばるはわかるんだ。

気分の乗ってる時と乗ってない時の差があるのは

よく存じてますから。

でも自担が最後でこのオチは悲しかったよ。

忠義は忠義なりの営業って言うとやらしいけど

仕事をしてたかもしれないけど

ハイタッチぐらい付き合ってください。

去年のように。

疲れてるのも眠いのもエイトみんな一緒だし。

忠義のテンションにあわせなかったまひるも悪いけどさ。

そこは反省してます。



でもテンション上げていかないといけないんじゃないかなぁ。

忠義さん。

TVや舞台上だけが仕事じゃないですよ。
キラキラの笑顔でこうゆうお仕事もやっていかないと

ダメなんじゃないかなぁ。

って偉そうなこと言ってゴメンネ。

愛ある発言だからね。

大好きだから時には厳しいことも言います。

って忠義だけが悪いわけじゃなくて

まひるも間を外したりして忠義をガッカリさせたと

思うけどね。

あー。ヒナちゃん見たかった!!!!
ヨコ見たかった!!!!
章大見たかった!!!!

そして今回欠席の2人含めた8人で次はやって欲しい。
そして全員と握手がしたい。

去年のように。

エイトのみなさん、握手会おつかめさまでした。

また明日もファイツ!!!!

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ参加してます。

ﾘﾝｸのとこに貼ってあるのでﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。



2005.09.18 Sun 可愛いなぁー。

なんか明日、敬老の日じゃないですか???
で、甥っ子からｵｶﾝに贈り物があったんですよ。

なんかたぶんﾔｸﾙﾄか何かの容器に紙粘土でｺｰﾃｨﾝｸﾞして

色が塗ってあってﾌﾟﾁ花瓶。

で、裏にまだ字が書けないのに一生懸命書いたみたいで

間違いながらも

「おばあちゃんいつもあそんでくれてありがとう」

って書いてあってまひるがもらったわけでも

ないのに妙にそれ見て感動してしまったので

写真日記にｱｯﾌﾟしておきます。

なんか可愛いなぁー。

ﾎﾝﾄ、甥っ子は可愛いです。

自分の子供とか出来たらﾏｼﾞﾔﾊﾞｲよ。

めちゃくちゃ撫で回したりﾊｸﾞしたりする気がする。（笑

なんか甥っ子はまひるのことは完全にお友達感覚です。（笑

ご飯とかたまに食べに来るんだけど

自分が食べ終わるとすぐ「まひるちゃん、遊ぼうー。」

「まひるちゃん、もうご飯終わったー???」
とかいつもそんな感じ。

こいつーぅ。って感じで頭ｸﾞﾘｸﾞﾘしたくなります。（笑

あ。さっきｶﾞｷの使い見てたんだけど

めちゃくちゃ面白かったー。

ちなみに品川庄司大好きっこです。

うーん。２人とも好きかなぁー。

ｷｬﾗ的にはやっぱ品川さんだけどね。

でも庄司さんの熱い男ぶりも結構好き。

で、ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝでは松っちゃん派。

「では」とか言うと失礼に値するぐらい

実は松本人志さん尊敬してるんですよ。

昔からです。

考え方とかもすごい理にかなってるし、

ｽﾃｷだなぁーって思うんですよ。

ちなみに言っておくとまひるは不思議ちゃんｷｬﾗ好き

なんですよ。



忠義もそんな感じじゃないですかぁ???
相葉ちゃんとか。（笑

そんなわけで不思議ちゃんｷｬﾗ好きの福原まひるなのでした。

つーか実はまだ昨日のこと引きずってまして。（苦笑

なんか絶対まひるが悪かったんだなぁーって思うんだ。

忠義は確かにﾃﾝｼｮﾝは高くはなかったけど

普通で。

でもまひるはその普通にもっそい期待をしてしまって

いたんですよ。

去年の握手会の時のようなもっそい笑顔と

ﾃﾝｼｮﾝを。

だから絶対まひるが悪かったんだ。って思った。

なんか他の人のﾚﾎﾟとか読んでも全然まひるみたく

言ってる人なんていないしさ。（涙

だからﾎﾝﾄ自己嫌悪なんです。

ﾊﾞｶだなぁーって思って。

忠義、ﾎﾝﾄｺﾞﾒﾝね。

忠義のことちゃんと理解も出来ないようなﾔﾂが

担当とか名乗っちゃってて。

そして昨日は愚痴ってみなさん、ｺﾞﾒﾝなさい。

なんかたくさんの方に読んでもらえてることが

すごくびっくりなんですけども。（笑

ありがとうございます。

こんなｱﾌｫﾌﾞﾛｸﾞ書きのまひるのﾌﾞﾛｸﾞを

読んでくださってありがとうございます。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

あ。そだ。今日ね、むっちゃﾘｱﾙにヒナちゃんとヨコの夢を

見ました。

ﾏｼﾞむらかみん最高にかっこよかったー!!!!
なんかﾊﾟｿｹﾞｰをヒナちゃんとヨコがやってて

なんか妖精の出てくるｹﾞｰﾑだったんだけど

最後その妖精ちゃんを人間にしてあげることが出来たら

終了っていうｹﾞｰﾑで

なんかむらかみんがすっごい頑張ってた。（笑

でも結局最後は謎の女の人が出てきて



妖精に恋をさせると人間に出来るっていう終わり方を

知ってて妖精に恋をさせてｸﾘｱですよ。（笑

つーかｹﾞｰﾑｦﾀなまひるの見そうな夢でしょ???（笑
自分でもｱﾌｫだなーって思った。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾘﾝｸのとこに貼ってあるのでﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。

ｺﾒﾚｽ

aikoさん
成乗さやさん（＠錦戸）

★淳★さん（＠忠義・淳之介） aikoさん
初めましてー。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます!!!!
めちゃくちゃ嬉しかったです。

そうですかー。握手会行けなかったんですね。

行ける機会が来るといいですね。

なんか今回もﾎﾝﾄ前日に知ったので

行けないかもーとか思ったんですが

最後まで諦めずに相方と頑張って行きました。

なんか、ﾎﾝﾄたっちょんは普通だったんですよ。（笑

決してﾃﾝｼｮﾝ高くはなかったけど普通。（笑

でもまひるが去年みたいなもっそい

ﾃﾝｼｮﾝあげあげのたっちょんを期待して

しまったのでまひるのただの妄想で

たっちょんを悪く言ってしまったこと反省しています。

これに懲りずにまた遊びに来てくださいねー。（切実

成乗さやさん（＠錦戸）

初めましてー。ｺﾒﾝﾄありがとうございます!!!!
めちゃくちゃ嬉しかったです。

きゃー。前から見てくれてたんですか???



それはﾎﾝﾄに嬉しいですぅー。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

さやさんは渋村大だったんですね。

まひるも村上さんと握手したかったですぅー。（涙

なんかﾎﾝﾄ昨日時間ｷﾞﾘｷﾞﾘに行ったので

１回しか握手出来ず、こんなことなら２回握手して

１回目の失敗を取り戻したいと思ったまひるなのでした。（笑

★淳★さん（＠忠義・淳之介）

初めましてー。ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

すごく嬉しかったです。

まひるも元田口担なので★淳★さんと趣味かぶってますね。（笑

★淳★さんは握手会行けなかったんですね。

それは残念でしたね。

丸ちゃんはめっちゃﾃﾝｼｮﾝあげあげで

ﾊｲﾀｯﾁする時にもちゃんと「ﾊﾟｰﾝ」って言ってくれましたよ。

そんな丸ちゃんがめっさ可愛くて仕方がないまひるです。

うーん。

たっちょんはたぶん至って普通だったと思うんですよ。

ただまひるが去年みたくﾉﾘﾉﾘのたっちょんを期待して

しまったのでそれが失敗ですね。

だから自己嫌悪なのです。（涙

またこれに懲りずに遊びに来てくださいね。



2005.09.19 Mon 恋って難しい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるでっす。

相変わらずﾍﾞｯｺｼしてますよ。（笑

早く立ち直れって話。（苦笑

やっぱ空たん（＠章大）の力借りないと

ﾑﾘかなぁーって思う。

来週辺りご飯食べに行こうかな。

まず今日は詩をひとつ。

ひとり

人は恋を知ると

一人でいることがつらくなる。

それは、相手を失えばなおさらなこと。

だからといって、そこから逃げるために、

寂しさをまぎらわすために

誰かといるのは、よいことではない。

きっと、それで満たされることはない。

一人でいることを恐れすぎることはない。

だって、はじめはみんな一人だったのだから。

それまで、一人で生きてこられたのだから。

一人でいるときにこそ、

自分を見つめることができる。

自分を強くすることができる。

一人でいることは、二人でいるために

必要なことなのだから。

「恋ﾊﾞﾅ青　ｂｙ　ｙｏｓｈｉ」



今、一人になってしまってその寂しさを別の人で

紛らわそうとしてる人へ。

それは間違っていると思う。

それは自分も傷つくし、相手も傷つくだけのこと。

とまひるは思う。

だからちゃんと前を見て歩いて欲しい。

まひるもちゃんと見てるから。

まひるってね、ﾎﾝﾄ不器用な人なんだ。

好きな人にちゃんと好きって言えなかったり

片思いの辛さから逃げようとしたり。

今も忠義から逃げようとしてる。

丸担だったら自分がどんなにﾗｸなんだろうとか

思うよ。

いつも笑顔で愛想よくて楽しくて

可愛くてそんな丸ちゃんが担当だったら

どんなにﾗｸなんだろうとか思う。

いや、丸担にはきっと丸担の悩みもあると思う。

でもまひるは忠義じゃなきゃﾀﾞﾒなんだ。

大倉忠義ただ一人だけのための

世界にひとつだけの花だから。

だから忠義のために咲きたい。

一生懸命になりたい。

忠義の表情ひとつでこんなに一喜一憂してしまう自分に

びっくりしています。

戸惑ってます。

こんなにも大好きなんだなぁーって改めて気づいた。

忠義じゃなきゃﾀﾞﾒなんだよ。

ｱﾌｫでさ、不器用だけど

でもこんなまひるを認めて欲しい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



ﾘﾝｸのとこに貼ってあるのでﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。



2005.09.20 Tue 復活!!!!!

とりま、復活してみました。（笑

なんか忠義から逃げよう逃げようとしてる自分が

かっこ悪いなって思ったんですよ。

大好きだからどうしょもなく苦しくて切なくて

吐き気がしちゃうぐらいしんどくて。

でもそれは大好きだからなんだよね。

嫌いになれたらどんなにﾗｸだろうとか思うけど

でも嫌いになんてなれない。

なりたくない。

まひるは忠義を愛することを覚悟したんだから

今更ｼﾞﾀﾊﾞﾀとかしないって決めた。

周りは周り。自分は自分。

自分なりの愛し方があるわけだし、

それをまひるは貫いていくつもり。

でも忠義に迷惑になることをするつもりは一切ないよ。

それはまひるの愛し方じゃないし。

この気持ちは忠義には届かない一方的な思いだけど

それでもいいんだ。

こうやってﾌﾞﾛｸﾞに書いて自分で読んで

結構満足してるんだよね。（笑

かんなり自己満。（笑

あ。今日やっとＨＥＹ３のﾄｰｸの方見たんだ。

めちゃくちゃ面白かったんですけどぉー。（笑

つーか未公開だったﾖｺの鋸芸（お前はーｱﾎかー???ってやつ）
とかあれはｻﾌﾞｲなぁーって思った。（笑

あんなことやってたんだねー。

知らなかったよー。

今回の萌えﾎﾟｲﾝﾂは忠義の完璧なﾊﾟﾗﾊﾟﾗ。（笑

ﾏｼﾞかばえぇー!!!!!
あの部分だけめっちゃﾘﾋﾟって見たもん。

他は１回しか見てないけど忠義のﾊﾟﾗﾊﾟﾗは

めちゃ男前だった。

それを横で呆然と見る亮ちゃんも妙に可愛かったし。

亮ちゃんのﾊﾟﾗﾊﾟﾗとかあり得ないんですけどぉー。（笑



ﾊﾟﾗﾊﾟﾗって言えばまひる、初めて踊ったのが

嵐の初ｺﾝの時の大阪で踊った。（笑

今考えたら絶対あれ忠義もいたはず。

見逃してたー!!!!!
なにげにｼｮｯｸ!!!!!
でもあの時完璧なる相葉担だったし。

まひるﾄﾞﾗﾏｰのくせして全然ﾘｽﾞﾑ感ないのね。（笑

ﾊﾟﾗﾊﾟﾗとか苦手だし。（ｦﾊﾞだなぁー）

で、話は戻るんだけど

今回、亮ちゃんも遅れてきてちょっと宣伝とか

しちゃってオイシカッタし、

章大もﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾏｼｰﾝとかやっちゃって見せ場あって

丸も前に出てきて微妙なﾀﾞﾝｽ（微妙言うな）

披露しちゃってるのに、

あれあれー???
忠義は???
忠義も何か今度は仕込ませてください。

ﾖﾛｼｸお願いします。

ＨＥＹ３ｽﾀｯﾌさん。

あれじゃ、歌の時見たくﾎﾝﾄに何もない人みたいじゃん。

それはやめて!!!!!!（笑
忠義さんだってﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾏｼｰﾝぐらい叩けますって!!!!!
是非是非男前忠義を全国に披露したいです!!!!!
ま、前へ前へ出てくる忠義もらしくないと言えば

らしくないんですけどね。（苦笑

今のまんまの大倉忠義が大好きです。

ﾎﾞﾝ倉王子の大倉忠義が大好きなんです。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ参加してます。

ﾘﾝｸのとこに貼ってあるのでﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。



2005.09.21 Wed 大好きだから。ずっとずっと大好きだから。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるでっつ。

つーかつーかさっき鏡見たら

根元がまだらに染まってるんですけど!!!!!
毛先は真っ黒なのに根元から真ん中にかけて

まだらなんですよ!!!!!
あり得ねー!!!!!
どんだけﾍﾀｸｿなんでつか???
また今月美容院行くのぉー???
金無し子ちゃんなんですけど!!!!
ｸﾘﾊﾟのﾁｹ代になるんだから今月末の給料とか

うかつに使えないし。

また自分で染めろってか???
海苔みたくなるじゃねーか。（笑

それがｲﾔで美容院で染めたのに。

ｱｲﾀﾀﾀー。

あ。今日、ﾊﾞｲｻﾞｰの村上さん（名前強調）に

「ﾎﾜｲﾄﾊﾞﾝﾄﾞどこで買った???」って聞かれやした。
「あたしは通販なんですけど友達は○○の本屋で買ったって

言ってましたよ。」って。

ﾊﾞｲｻﾞｰの村上さんね、ﾎﾝﾄ微妙に好きなんですよ。（笑

いや、恋愛の好きとかじゃなくて

人として。

めっちゃ腰が低くて愛想よくてｽﾃｷだなぁーって

思って。

たぶんまひるとそんな年齢変わらないと思うんだけど。

なんか年下のまひるとかにももっそい低姿勢なんですよー。

絶対結婚したら幸せになれそう。

（その気もないけど言ってみた）

なんか自分より立場や年齢が下の人に対して

低姿勢とかなかなか出来ることじゃないと

思うんですよー。

それが出来ちゃう人ってｽﾃｷだなぁーって思う。



まひるも絶対村上さん目標で頑張るぅー。

なんかね、こう凹んだりするじゃないですかー???
忠義のこととかで。

でね、そこから這い上がってくると更に大好き度が

ｱｯﾌﾟしてるんですよ。

それはたぶんまひるが完璧なる

ﾄﾞＭだからですよね。（笑
あー。そんな自分嫌いじゃないですぅー。（笑

もー。いいですって!!!!

とことんﾄﾞＭで頑張りますから!!!!!!

なんか最近ＨＧとかも受け入れられる自分が怖い。（笑

なんか最初は全然存在を知らなくて

前夜祭の時、ﾎﾃﾙでＴＶ見てたら出てて

「誰これ???」って相方空（＠章大）と言ってて
ｷﾓｰｲとか思ってて最悪だーとか思ってたんだけど

最近妙にすんなり受け入れてる自分がいるんですわ。（笑

これって末期ですかねぇー。（笑

ちょっと生で見てみたいって思うとこが

ﾔﾊﾞｲもん。（爆笑

あ。でも忠義には全然そんなの求めてないですよ。

もちろん!!!!!
そこまで変態じゃないし、妄想も入ってないんで。

あー。ＴＶぴあ買ったんですね。

それの「ｽｶ☆Ｊ」のﾛｹでｽｶｼﾞｬﾝ着てる忠義に

やられましたー!!!!!
忠義のｽｶｼﾞｬﾝ姿って前にも見たことあるんだけど

もう、そこで激萌え〜!!!!!
だったんだけどまた今日もﾉｯｸｱｳﾄされやした。

あー。所詮ﾁｰﾑﾁﾝﾋﾟﾗｰｽﾞなんで忠義のﾁﾝﾋﾟﾗﾌｧｯｼｮﾝとか好き!!!!
つーか大好物!!!!!（なんかｴﾛｲ???）
髪にﾒｯｼｭ入ってるのとかももっそい好き。

つーか自分でもﾁﾝﾋﾟﾗﾌｧｯｼｮﾝが意外と好きなことに

気づきませんでした。（笑

忠義見て開花させましたね。



ﾏｼﾞで!!!!!（笑

あー。今日の日記ってｱﾌｫ丸出しだ。

ｺﾒﾚｽ

さき（＠章大）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾘﾝｸのとこに貼ってあるのでﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。 さき（＠章大）

お知らせありがとー。

早速ﾘﾝｸ変更しておきましたー。

また近々遊びに行くねー。

なにげにさきの日記って好きなんだよー。

つーかﾎﾝﾄに章大のこと好きなんだなって

伝わるから見ててほっこりする。（笑

ほなまた。



2005.09.22 Thu 渋谷すばる、２４歳おめでとう!!!!

渋谷すばる

HAPPY BIRTHDAY!!!!!
24YEARS OLD!!!!!

すばる、２４歳おめでとう!!!!
ここまでの道のりは長くつらい時期もたくさんあったと

思う。

でもすばるは傷つきながらも歌うことを辞めなかった。

だから現在があるんだと思う。

努力すれば必ず報われるわけではないと思うけど

でもエイトのみんなも同じ気持ちだと思うよ。

何もしなければただの人になっちゃうもん。

人間、努力って大切だと思うよ。

地道なことかもしれないけど

ｺﾂｺﾂとやっていれば報われると信じて

これからも頑張っていって欲しい。

すばるの歌に励まされてる人たくさんいるんだから。

自信を持って頑張って欲しい。

「ＯＮＥ」のように。

生まれてきてくれてありがとう。

すばる、９周年

おめでとう!!!!!

丸、９周年

おめでとう!!!!

丸に励まされることたくさんあるよ。

そしてきっとそれはエイトメンも同じだと思う。

丸の存在で随分励まされたんじゃないかなぁー。

これからもエイトの一発芸大将として

和ませてください。



丸ちゃんが大好きです。



2005.09.22 Thu 時々切なく。日々熱く。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるでっす。

今日は仕事が早く終わったので

ｺﾝﾋﾞﾆで雑誌ﾁｮｲｽ。

結局亀ちゃん絡みの雑誌ばかし。（笑

お前誰担だよー!!!!的発想。
だってだってＫＡＴ−ＴＵＮ推しのエイト担なんだもん。
そんなこと偉そうに言えることじゃないけど。

でも良いものは良いと認めてるだけのこと。

でも最近は雑誌とかばっかでｺﾝとか行ってないんだよね。

それはもっぱらエイト中心だから。

そんなわけで今週もやります。

（いい加減ｳｻﾞｲ???）
∞ﾚﾝｼﾞｬｰに勝手にｺﾒﾚｽ。

渋谷すばる様

握手会お疲れ様でした。

すばるの気持ちに答えることの出来なかった

最低のまひるを許してください。

ノリだけで乗り越えていこうとしたまひるを許してください。

次の時はちゃんとしたｺﾒﾝﾄ用意して行きますから。

すばるの喜んでくれそうなことちゃんと考えて

話すからね。

全国ﾂｱｰかぁー。

嬉しいけどまひるはどこまで行く気でしょうか???（笑
ま、行ける限りのとこは参戦したいと思ってます。

うんうん。すばるの言う通りだとまひるも思うよ。

世界平和。まひるの最も望むことの１つ。

まひるは、人に尽くし信じる心が世界平和に繋がると

思っています。

みんなで力をあわせて頑張っていこうねー。

内博貴様

もうすっかり秋ですなぁー。



もうすごい長い間、あなたを待ってるような気がします。

何年も会ってないような気もします。

ぶっちゃけ寂しいです。

でもここでまひるなんかがくじけたら

いけないって思うんですよ。

それは内担にすごく失礼だと思うし、

ﾋﾟﾛｷのこと信じて待ってるエイトにも失礼に

値すると思うから。

だからﾋﾟﾛｷが復活するまでずっとずっと待ってるよ。

とびっきりの笑顔でおかえりと言いたいから。

錦戸亮様

亮ちゃん、ﾎﾝﾄお疲れ様です。

握手会で亮ちゃんに会えなかったのは残念だけど

でもﾑﾘはして欲しくなかったし、

休める時間があったら少しでも休んで

欲しかったから。

今もﾎﾝﾄ疲れてると思う。

倒れないように体調管理してください。

そしてﾄﾞﾗﾏ必ず見ます。

今日、雑誌で江尻さんをﾁｬﾘの後ろに乗せてるの

見たけどめっちゃまた爽やかな笑顔してて

妙に面白かったんですけど。（笑

亮ちゃんの笑顔が好きです。

丸山隆平様

食欲の秋ですなぁー。

まひるはまた太ってしまうんだろうか???（笑
とりあえずちょっと痩せたのになぁー。

ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ、まひるも大好きー。

たぶんﾃｨﾗﾐｽかﾓﾝﾌﾞﾗﾝかﾁｰｽﾞｹｰｷがまひるの３大ｹｰｷだね。

握手会、まひるの目には優しくて暖かくて最高の

丸ちゃんがいました。

丸ちゃん、ﾎﾝﾄにありがとう。

最近すっかり丸山隆平ﾐﾗｸﾙ起こりすぎの

福原まひるなんですけどもー。（笑

こちらこそこれからもﾖﾛｼｸです。



まひるもね、自分がダメだー!!!!って思ってる時は
何事もうまくいかないって思ってるんですね。

だから自分を少しでも高めていけたらいいなー

って思ってます。

丸ちゃん、ありがとう。

丸ちゃんの言葉にはいつも救われる。

まひるの心を見透かされてるような気がする。（笑

あなたはｴｽﾊﾟｰですか???（笑

安田章大様

握手会お疲れ様です。

今回章大のことはﾁﾗ見も出来ず、

服装しか分からなかったのでかなり悲しかったです。

次回機会があれば全員と握手したいと思ってます。

その時はぜひ章大にも喜んでもらえるような

ｺﾒﾝﾄが出来たらいいなーって思ってるよ。

やっぱもっともっと東京でも活躍して欲しいって思ってるし、

もっともっと仕事も全国区になってもらいたいって

思ってる。

だからＨＥＹ３みたいな仕事はすごく貴重だと思ってる。

章大に一言。

章大は誰にでも優しくてそれはいいことだと思う。

でも時にはそれが人を傷つけることもあると

言うことを覚えてて欲しい。

大倉忠義様

存在意義???
うーん。まひるの存在意義ってなんだろう???
まだまだ分からないけどでもきっとエイトに出会って

エイトの応援をすることも

まひるの存在意義の１つなんじゃないかなぁー。

うん。すべてに意味があるかどうかは人それぞれかも

しれないけど

でも無駄なんてまひるは１つもないと思ってる。

人生に無駄な時間なんて何ひとつないんだよ。

失敗だって失敗して学ぶことたくさんあるし、

いいことばかりの人生じゃないけど



それにはちゃんとひとつひとつ意味があって

ってまひるは思ってる。

縁側でおじーちゃんみたくﾎﾞｹｰっと空見てること

だってちゃんと意味があるって思う。

だから忠義のやってる行動のひとつひとつに

ちゃんと意味があると思うので

ひとつひとつを大切に生きてください。

人を愛することは大切だよね。

それは恋愛感情だけじゃなく家族愛とか

友情の大きなやつとか。（笑

「今」を生きる。

自分の出来る限りの力を振り絞って今を生きる。

素晴らしいことだと思う。

平和な世の中それでも自分の思うように

いかない時もたくさんあると思う。

でも自分の出来る限りの力を精一杯だして

頑張る。

それが戦争で亡くなった人への生き残った人の

ﾏﾅｰだと思うし、

育ててくれた親への感謝の気持ちの表し方だと

思う。

「無限大」はﾎﾝﾄ今の関ジャニ∞にﾋﾟｯﾀﾘな曲だと
思うよ。

これをぜひ全員揃った時に生で聴けると

いいなぁー。

「ありがとう」ってなかなか素直に出てこない

言葉かもしれないけどまひるは

ちゃんと人に伝えたい言葉だと思うし、

まひるはちゃんと言えてるよ。

そこだけが自慢だから。（笑

虹色エイトを目指してﾌｧｲﾂ!!!!

村上信五様

うーん。

まひるってまだまだ子供だなぁーって思う。

きっとヒナちゃんに会ったらそう言われると思う。

ＴＰＯをわきまえてるかって言ったら



そしたらこの間の握手会のような失敗はしない

だろうし、

その後ｱﾎみたいにﾍﾞｯｺｼ凹んだりしないと思うんだ。

頭ではこうしなくちゃとかたくさん思ってることは

あるんだ。

でもまひるはまだまだ行動が伴ってないと思うし、

ヒナちゃんに比べたら全然ﾋﾖｯｺですよ。

でも目指せ!!!!大人であっても子供な人!!!!
精神で頑張るから!!!!
うん。子供でいることはただの甘えでしかないと

まひる思うんだ。

まひるもそんなﾗｸはしたくないし、

ちゃんと大人な行動が出来る人になりたい。

横山裕様

横山兄さん、先週に引き続きどうしたんですか???
お仕事忙しいですか???
あんまりﾑﾘしないように。

生い立ちｼﾘｰｽﾞまた書いてくださいね。

今日はﾚｺﾒﾝだねー。

山梨では１２時からなのでもうしばらく

おあずけです。

ﾚｺﾒﾝ最初の頃は聴いてなかったんだけど

聴き始めてから面白くて毎週楽しみです。

やっぱりヨコヒナ最高〜!!!!!

忠義のとこ長すぎ???（笑
そりゃ自担ですからね。（ｱﾊﾊ

でもこれ書くの実はもっそい時間かかるんですよ。

それぞれのﾃｰﾏにあわせて文章考えるじゃないですかー???
だから携帯で何度も読み直しながら

書いてるんですけど

なんかうまく書けない時もあって。

って今回も決して上出来なんかじゃないんですけど。

でも今、まひるがエイトメンの言葉を受けて

思ったことを正直に書いたつもりです。



一応これﾚｷﾞｭﾗｰ化していくつもりなんで。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾘﾝｸのとこに貼ってあるのでﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。



2005.09.23 Fri ヒマなんですけど。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるでっす。

朝８時ぐらいから起きてるから

ﾋﾏでﾋﾏで。

いつも休みの日とかお昼過ぎまで寝てるし。

あ。そだ。ﾌﾟﾚｿﾞﾝのＤＶＤ欲しいんですけど。

いや、見たいんですけど。

１０月発売だよねー。

友達に借りようかなぁー。

え???誰が見たいかって???

もちろん佐藤ｱﾂﾋﾛくんですけど。
１人絶対ｱﾂﾋﾛくんの出たＤＶＤなら持ってるって友達

いるんだよなー。

「愛史」とか「犬夜叉」も見たいし、借りちゃおうかなー。

つーか貸してくれるのかなぁー。

とりま、聞いてみるべ。

あー。今、ｦﾀﾋﾞ鑑賞してなくてよかったー。

ﾘﾋﾞﾝｸﾞにしか今ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷないんだけど

今、お客さん来たもん。

おもいっきし部屋着でｱﾎｯ面してｦﾀﾋﾞ鑑賞してるとこ

見られるとこだった。

あぶねー。

あ。なんかね、最近大塚愛さんの「ＬＯＶＥ　ＪＡＭ」

聴いてるんだけど「妄想ﾁｮｯﾌﾟ」って曲があって

妙に好きなんですが

昨日、忠義の∞ﾚﾝｼﾞｬｰにも「ﾁｮｯﾌﾟ」って
書いてあったでしょ???

以心伝心???
とか勝手に妄想ﾁｮｯﾌﾟですよ。（笑



なんも書くことも浮かばないんですけどぉー。

やっぱ昼間はﾀﾞﾒだわ。

ﾃﾝｼｮﾝ低いし。

そういえばさ、ﾄﾞﾗｺﾞﾝ桜の最終回見逃してさ。

で、空（＠章大）から聞いた話と某ﾌﾞﾛｸﾞで見た

最終回の話が違うんですけど。

結局、ぴー助は東大受かったの???落ちたの???

どっちなのー???
親切な方教えてください。

もっそい気持ち悪いんですけど。

あ。あとさ、なんかﾎﾟﾎﾟﾛの恋愛の質問がいくつか

載ってるやつまたひっくり返して見てたのね。

で、忠義が「恋愛は追いたい方???追われたい方???」って
質問に両方だったか適度に両方だったか

なんかそんな感じの答えだったんだわ。（なぜ曖昧）

それで、ここで押してばっかじゃﾀﾞﾒかなぁー???
なんて妙な駆け引きなんか覚えちゃったりして。（笑

ﾎﾝﾄｱﾌｫだわ。

そんなの押すしかないじゃん。（笑

だって忠義から押してくることないんだもん。（笑

あー。自分で言ってて寂しかった。（涙

ちなみにもし自分が忠義の女友達だったとして

それで忠義を好きだったらたぶん

「ちょいﾌﾟｯｼｭ」ぐらいしか出来ない小心者だと思う。

ﾀﾞﾒじゃん。

だって天下の大倉忠義様だよー!!!!
そんなんｸﾞｲｸﾞｲいけませんって。

でも大好きなんだよなー。

切ない。非常に切ない。

じゃ、また夜書けたら書きます。

おつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加してます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


気に入ったらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。



2005.09.23 Fri つーかやっかしＯｶﾞﾀﾝ。（笑

はい。本日、２回目の登場でーす。（ｳｻﾞ!!!!!
大倉担まひるでっす。

なんかね、ｵｽｽﾒ商品とこちょっと変えてみたのね。

でさ、ﾎﾝﾄはﾌﾙﾊﾞを１番下にしたかったのに

aikoが１番下になっちゃって。
でもやっかしＯｶﾞﾀﾝだね。

直そうともしなかったもん。（笑

いや、いつか直しますって。（笑

ﾌﾙﾊﾞは良かったよー!!!!
ﾏｼﾞ号泣だったんですけど!!!!
しかも３回ぐらい読んだし。

しかも「Ｏｎｅ　Ｗａｙ」の方でちょっと抜粋してみたし。

ﾎﾝﾄ泣けるお話なので思いっきり泣きたいって時に

読んでみてください。

切ないなぁ。

でも恋するっていいことだなぁーって思った。

恋することで目の前が明るくなるし、

ﾊｯﾋﾟｰだなぁーって思える。

そりゃﾂﾗｲこと切ないことだって

たくさんあるけどそれだって経験のひとつだと思うし、

いつかは笑って話せる時がくるかもしれないし。

つーか忠義もＯｶﾞﾀﾝだよね???
やっぱこんなんなのかな???
あ。きっとこんなんだわ。（笑

失礼極まりなくてｺﾞﾒﾝなすって。

ちなみにまひるはＡｶﾞﾀﾝ寄りのＯｶﾞﾀﾝらしいよ。

らしいって言うのは今の両親が

まひるのﾎﾝﾄの両親じゃないからね。

それは前にここで話したんで省略。

ま、そんなわけでｵｶﾝは子供の頃から

自分の血液型をＯ型と偽っていたんですけどね。

別に偽らなくても気づくけどね。

まひるの直感ってやつです。

結構あてになります。



でもﾍﾀﾚです。（笑

つーかここを見てる人は気づいてるかどうか分からないんですが

まひるさん、実は全部で３つﾌﾞﾛｸﾞやってるんですぅー。（笑

はい。ﾋﾏ人ですね。

３つ目はひっそりこっそりｻｲﾄなので１ヶ所にしか

ﾘﾝｸ貼ってないんですよ。

興味わいた人は探してみてください。

（こんなｱﾎなんかに興味ないですよね。はい。すいません）

気づいて覗いてくれてる人も数人いるんです。

すげぇーって思ってみた。（笑

他にもすげぇーって思ったのはね、

ここの検索をﾌﾞﾛｸﾞﾀｲﾄﾙとか名前で検索してくれてる人もいて

それがすげぇー!!!!ですよ。（笑
有難いことですね。

ﾎﾝﾄに。

つーか腹減ったんですけどぉー。

２階にあるおはぎ食べたら怒られますかねぇ???
昼間からずっとｺﾞﾏとかｷﾅｺのおはぎが食べたくて

ｳｽﾞｳｽﾞしてるんですけど。（笑

ｵｶﾝ帰ってこないしなー。

ってわけで今ご飯食べて食後のｱｲｽを食しております。

ちなみにｱﾝｺたっぷりの「あいすまんじゅう」を

食べました。

つーかうちの親って開拓精神がないのね。（笑

なんかこれって言ったらそればっか。（笑

うちにあるｱｲｽなんてﾊｰｹﾞﾝﾀﾞｯﾂのﾊﾞﾆﾗか

あいすまんじゅうかﾋﾟﾉのﾃﾞｶｲやつね。

その３種類しか見たことないから!!!!
まひる、食べ物に関してはﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰだからさ。

あ。でもｹﾞﾃﾓﾉとかは一切ﾑﾘだけど。

ｺﾝﾋﾞﾆで新商品とかあったら買っちゃう人。

相方空（＠章大）がﾄﾞﾘﾝｸﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰでさ。

新しい飲み物発見するとすぐ買う人。

で、人のｺﾝﾋﾞﾆご飯見て「何それ???」って言うの。
そっちこそ「何それ???」ですよ。（笑



あー。まだ裸の少年が今のお料理番組となる前に

中丸ﾎﾞｲﾊﾟ男がﾀｶﾞﾒとかｹﾞﾃﾓﾉ食いにﾁｬﾚﾝｼﾞしたこと

あったよね???
あとなんのﾛｹだっけ???
ﾖｶﾞか何かだったと思うんだけど

淳之がﾓｯｺｼﾊﾟﾝﾂ（ｽﾊﾟｯﾂ）はいてたことあったよね???（笑
つーかﾓｯｺｼﾊﾟﾝﾂとか言うなって感じ???（笑
ﾏｼﾞあれ一点集中なんですけど!!!!!（爆笑
あとﾛｹ最後に銭湯とか行っちゃってさ。（笑

あー。あの頃の裸少が面白かったのになぁー。

そしたらぜひ忠義にﾓｯｺｼﾊﾟﾝﾂはいて欲しい。（切実

切実なんかよ!!!!（笑

ｱﾎ全開になってきたからこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加してます。

ﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。

ｺﾒﾚｽ

色葉（＠忠義） 色葉（＠忠義）
こんばんﾜﾝﾂｰ。

ｵﾋｻﾄﾓﾋｻｰ。ついでにﾀｶﾋｻｰ。（ついでかよ!!!
あ。ﾄﾞﾗｺﾞﾝ桜の最後教えてくれてありがとー。

めちゃすっきりしたよー。

ぴー助は東大受かったんだね。

いやー。相方は落ちたとか言うし、

うそぉーん。って。（笑

ついでに頭が次の日の握手会のことで

いっぱいでＭｽﾃもﾄﾞﾗｺﾞﾝ桜もすべて頭から消え去った

ﾃﾝﾊﾟﾘ娘だったんだよねー。（ｱﾎだ。

あ。まひるも色葉のとこひっそりこっそり覗いてますよー。

またｺﾒﾝﾄ残しに行くねー。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ほなまた。



2005.09.24 Sat やっかし忠義ｶﾗｰなのね。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるです。

実は今、名前を変えようかなぁーとか

考えてまして。

候補は２つぐらいあるんですが

もうここ５年ぐらい福原まひるで通してきたので

すごい愛着のある名前なんですね。

だからすごく悩んでいて。

どう思います???（って誰に聞いてるの???

つーか今日、甥っ子からﾌﾟﾗｽﾁｯｸのｸﾘｽﾀﾙのｽﾄﾗｯﾌﾟ

もらったんですね。

ｶﾌﾟｾﾙに入ってたんだけど

やっかし!!!!!
やっかし忠義ｶﾗｰだったよ。
別に黄緑が好きとか言ったこともないんだけどなぁー。

誰の入れ知恵ですか???
聖悟たん!!!!!
はい。聖悟たんは今日、お泊りなんですよ。

うちに。

下の子が緊急検査入院してしまって

そっちにみんなかかりっきりになってしまってるので

聖悟はうちでみてるんですよ。

ﾏｼﾞﾀﾚ目族なんですけど。（笑

福原家の血筋ですね。完璧な。

ﾀﾚ目は。

で、そのﾀﾚ目族は「幼稚園ｳｾﾞｪよ。」なんて

言葉覚えてきちゃいまして。（笑

ちょっとまひるさん「ｳｾﾞｪよ。なんて

人に向かって言ったらﾀﾞﾒだからね。」

って教育しなおしてやったった。（笑

どこで覚えて来たんだよー。

子供って怖いよね。



大人の話ちゃんと聞いてるから大人が何気なく

言った言葉とか覚えちゃうもん。

うかつな言葉は言えないよ。

ﾎﾝﾄに。

まひる、今日疲れてるんですかねぇ???
錦戸亮並みのくっきり二重なんですけど。（笑

ﾏｼﾞで。ﾏｼﾞで。

ある意味男前ですよ。（笑

あ。そういや、髪の色のことなんだけど

思い出した。

なんかｸﾞﾗﾃﾞ効かせてるって言われた。（笑

別にまだらに染まってるわけじゃなくて

毛先に向かうにしたがって黒くなってるんですよ。

別にそんな小細工いらないんですけど···｡（笑

黒くしてくれって言ったら素直に黒くしてくれれば

いいんだってば。

そんなわけで毛先が真っ黒なのです。

今日、鏡見てふと思い出した。

つーかまひるさん、どんだけ鏡見ないんですか???
あ。でも色気づいてるから

忠義さん探知機が発動すると鏡ばっか見てます。

だから大阪とか行くとかんなり鏡見てるかも。

やっぱ鼻毛とか出てたらｲﾔじゃん。

出てねーよ。

ｲﾔ、出てるかも。（笑

つーか今日、忠義の話してないなぁー。

なんか結構「Ｏｎｅ　Ｗａｙ」の方で語っちゃうと

それで満足しちゃって

こっちが後に更新だから結構名前出てこないこと

多いかも。

いや、書く時は書くんだけどさ。

今日はなんもエイトのこと書いてなくてｺﾞﾒﾝなさい。

また明日から頑張ります。

物足りない方はﾘﾝｸから「Ｏｎｅ　Ｗａｙ」に飛んじゃって。



ちょっと語ってるから。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加してます。

気に入ったらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。

ｺﾒﾚｽ

はるかさん（＠学） はるかさん（＠学）
初めましてー。

ｺﾒﾝﾄありがとうございますぅー。

もっそい嬉しかったです。

いやいや、感動などそんな恐れ多い。

もったいないお言葉です。（どんなｷｬﾗだよ

もちろん相ﾘﾝＯＫでーす。

早速ﾘﾝｸ貼っておきますねー。

後、全然呼びﾀﾒＯＫなので仲良くしてくだしゃい。

後ではるかさんのﾌﾞﾛｸﾞにもお邪魔しますね。

どもども。ありがとうございます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.09.25 Sun やさぐれﾓｰﾄﾞから復活。

えー。今日仕事で疲れて帰ってきて

ご飯楽しみにしてたらまひるの嫌いなもので

ちなみにｶﾚｰです。

ちなみにﾁｷﾝｶﾚｰなら食べれるんですけど。（笑

甥っ子が来てるからｶﾚｰにしたと思うんだけど

そこでﾍﾞｯｺｼ凹みまして。

そんなとこにｵｶﾝのﾀﾞﾒだしですよ。

もうめっちゃ細かいこと言うんですよー。

そんなのＯｶﾞﾀﾝのまひるにはﾑﾘなんですけど!!!!
って言ってやりたくなりました。

それでやさぐれてﾊﾟﾝ食べて寝ることにしたんですけど

ｲﾗｲﾗ抑える薬飲んだら復活しちゃいました。

なんか薬に頼ってしまっている自分は良くないと

思うんですけど

でもこのｲﾗｲﾗ感ってﾎﾝﾄ尋常じゃないんです。

壁壊したいぐらいｲﾗｲﾗするんですよ。

だから夜快適に眠れるには薬に頼るしかなくて。

あ。最近ね、ｼﾞｭﾆｱの下嶋兄くんの行動がもっそい

気になるんですけど。

たぶんｼﾞｬﾆ関連のお話、Ｗｅｂとか雑誌とか

見てると満載下嶋兄くんの話が出てくるんですよ。

ちなみに下嶋兄くんは峰竜太さんの息子さんです。

なんか下嶋兄くんはもっそいアキバ系らしいんですよ。

それでＭＡﾗｲﾌﾞの時も朝からずっとﾋﾞﾃﾞｵ回しっぱなしで

しまいにゃ少年隊の植草さんちのﾊﾟｿの設定まで

する始末。（笑

いやー、面白い存在ですね。

ぜひみなさんも下嶋兄くんをﾁｪｯｸしてみてください。

ちなみにまひるは名鑑で下嶋兄くんの顔と名前は

知ってたんですけど

実際生で見たのは去年のｻﾏﾘｰです。

下嶋くんは秋葉原に行く時はちゃんとアキバ系の

格好をしていくらしいです。

その話を聞いていた斗真が気持ち悪いと言ったぐらいの



人です。

あー。もう興味津々ですよ。（笑

好きとと嫌いとかそうゆう問題じゃなく

興味ある生き物???（笑
エイトのみなさんも下嶋くんに会う機会があったら

ぜひお話してみてください。

かなりサイバーな人だと思います。

あー。新しい靴が欲しい。ｶﾊﾞﾝが欲しい。

洋服が欲しい。

なんか気に入ったﾜﾝﾋﾟｰｽがあったんですよ。

某ｼｮｯﾌﾟで。

で、大阪行く直前だったので買わないで

いたんですね。

そしたら大阪から帰ってきて２〜３日後ぐらいに

そのﾜﾝﾋﾟ着てる人発見。

ｶﾞﾋﾞｰﾝ。
も、欲しくねっす。

最近まひるのお気に入りﾌﾞﾗﾝﾄﾞの服も買ってないしなー。

ﾒﾝｽﾞなんだけど随分お世話になりましたね。

あのお兄さん今でも働いてるのかなぁー。

まさか同じ仕事につくとは思いませんでした。

あ。そだ。

思うんですけどー。

彼氏彼女になることが恋愛のすべてではないと思うんですね。

たとえ片思いだったとしても

それは立派な恋だし、

誰にもそのことをｱｰﾀﾞｺｰﾀﾞ言われることはないと

思うんです。

そりゃ好きな人と付き合えたら最高に幸せだと

思うけどでもきっと見たくない部分とかも

見えてくると思うんです。

それをひっくるめて恋愛と言うのかもしれないけど。

でもまひるはちゃんと忠義のｲﾔな部分も含めて

好きになりたい。

だからそれはすごく苦しくて吐き気がするぐらい



しんどくてきっとすごい凹んでしまうと思うんだ。

でもそこから這い上がっていって

大倉忠義という一人の人間を心の底から愛したい。

今だって忠義の顔まっすぐ見れないぐらい

やさぐれてて

もうｲｲﾔとか投げやりになったりする時もあるけど

でもやっかしまひるには大倉忠義しかいないから。

どんな忠義でも受け入れたい。

でも間違ってる時はちゃんと間違ってると

言えるﾌｧﾝになりたい。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加してます。

ここの部分をﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。

ｺﾒﾚｽ

はるかさん（＠浅田学）

ゆいさん（＠村上信五） はるかさん（＠浅田学）
こんばんﾜﾝﾂｰ。

浅田くん良い男ですよねー。

まひるも基本的には関西贔屓なので

関西メンはﾁｪｯｸしちゃいますねー。

なかでも浅田くん、青木くん、照史、菊ちゃん、文ちゃん、

はﾁｪｯｸﾁｪｯｸﾁｪｯｸ!!!!ですよー。
あー。じゃがりこ食べたい···｡

ゆいさん（＠村上ん）

ゆいさんのお話は常々理琉から聞いていたので

なんか前からまひるの中で

村上信五＝ゆいさんって図式が出きていて。

それじゃ、ゆいさんのｻｲﾄとも相ﾘﾝお願い出来たらなー

って思って今回おお願いしました。

了解しましたー。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


じゃ、まひるからｶﾞﾝｶﾞﾝに絡んでいくんでﾖﾛｼｸねん。

あとまひるのことは呼びﾀﾒ全然ＯＫなのでﾖﾛｼｸー。



2005.09.26 Mon 脳内繁殖おこしそう。

日々、精進してますかー???（笑
なんつー入りだよ。

はい。仕事から帰って来ると甥っ子が

待ってるわけですよー。

もうﾏﾏがいないから寂しいんだろうね。

いつにも増して甘えん坊ですよ。

そんなわけで２時間ぐらい遊んであげて

って感じなので結構仕事の後に抱っこしてとかおんぶしてとか

しんどいんですけど。（笑

まぁ、それも可愛い甥っ子のためなら

頑張るってばよー。

そういえば１０月がまひるの誕生月なんですよー。

だからもうすぐ誕生日なんですけど

すっかり忘れてました。（笑

ﾏｼﾞでﾏｼﾞで。

ﾎﾝﾄすっかり忘れててﾔｯﾍﾞｰとか思ってました。

１０月入ったら空たん（＠章大）とご飯食べにいこー。

最近忙しくて空にﾒｰﾙ出来なかったんだけど

そしたら珍しく空からﾒｰﾙが来ました。

でも自分からﾒｰﾙしといて最後は爆睡ですからねー。（笑

あー。空たん、川に落ちたらしいじゃないですか???（笑
ｱﾎだ。ｱﾎ。

いや、ｱﾌｫｰ!!!!!ですよ。
ＨＧ風に読んでください。（笑

なんか最近ﾎﾝﾄ毎日ＨＧの顔、ＴＶで見てて

絶対そのうちまひる、脳内ＨＧになりそうで怖いんですが。

脳内繁殖おこしていいのは大倉忠義だけなんですけど。

もうね、ﾌｫｰ!!!!が耳に残ってるのがｲﾔ。
ＨＧの声がするー。（笑

あー。でもちょっとＨＧとエイトの絡みとか期待して

しまっている自分がｲﾔ。

絶対忠義とか好きそうだもん。（爆笑



あのｴﾛ大将。

絶対忠義ってｸｰﾙな顔して頭の中、ｴﾛ満載だよー。（笑

そんな忠義が大好きなんですけども!!!!!
なんか小顔ちゃんでさ、ｸｰﾙな顔してんだよねー。

憎たらしいなぁー。（笑

まひるも小顔ちゃんに生まれたかったわー。

あー。忠義の笑顔が見たいなぁー。

なんかそういや、最近ｦﾀﾋﾞ鑑賞とか

あんまりしてなくてＴＶＫのほんじゃにとか

見てないし。

ほんじゃにどこまで進んだんだろー。

たぶん半年ぐらい見てないから１年ぐらいまひるの中で

遅れています。

それはいいのか???
いや、よくねー。

夜やってた時は見てたんだけどなぁー。

夕方とか見れないし。

えぇー。

ここで暴露しますと

∞ﾚﾝｼﾞｬｰの村上信五様の後半部分がさっぱりわからない
すっとこどっこいのまひるなんですけども。

つーか分かる努力をしろよ!!!!って感じが
妙に漂ってるのですが。（むらかみんから）

ﾎﾝﾄまずね、何がﾀﾞﾒって外人の名前が覚えられない。

外国のﾁｰﾑ名が覚えられない。

もうこの２つの時点でﾁｰﾝって感じでしょ???
カタカナ弱いんだってばー。

ｻｯｶｰやるのはもっそい好きなんだけどねー。

ｻｯｶｰ部の男の子からｼｭｰﾄ奪ったかなりキック力のある

福原まひるなのですが。（笑

結構割りとどのｺｰｽもｼｭｰﾄ狙えるんですよ。

これすごくないですか???
ﾎﾝﾄ高校の時、軽音楽部じゃなくて女子ｻｯｶｰ部とか

作りたかったぐらいですもん。

ﾎﾝﾄ、男子級にうまいです。

休み時間暇さえあればｻｯｶｰしてましたもん。



男子と。（笑

ま、結局軽音楽部に入ってｷﾞﾀｰとﾄﾞﾗﾑ始めるわけ

なんですけどもー。

ちなみにﾍﾞｰｽは高校卒業してから始めました。

あとね、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ同好会とかにも入ってました。（笑

別に笑いをとってるわけでなく

ﾎﾝﾄに入ってて老人ﾎｰﾑに訪問したり

してました。

ある日は老人ﾎｰﾑに訪問、ある日はﾗｲﾀﾞｰｽｼﾞｬｹｯﾄ着て

ｽﾀｼﾞｵでﾄﾞﾗﾑ叩き。

そんな高校生活でした。

あとはｼﾞｬﾆｦﾀ三昧ですよ。

そういや、あのﾗｲﾀﾞｰｽｼﾞｬｹｯﾄどこ行っちゃったんだろ???
弟が古着屋で結構いい値段で買ったやつなんだけど。

たぶんね、ｱﾎだから無くしたね。（笑

でも今見たら、まひるが高校の時に

誕生日にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄしたｼｬﾂをまだ着ててなんか嬉しかったなぁー。

意外と服の趣味があう兄弟なのでした。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加してます。

気に入ったらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.09.28 Wed パソ壊れたー!!!!

パソが壊れたためしばらく携帯から更新します。

そんなわけで長い文章も打てず、気の利いたことも

書けないけれどもよろしくお願いします。

つーか昨日ヤサグレモードに入って夕方5時に寝ちゃいました。
自分のパソが壊れてから会社のパソ使ってて

会社のパソだからリースだったんですね。

で、年内に会社閉めて引っ越すかもしれないので

パソ直すかどうかも微妙なんですよ。

新しい家ではパソ出来ないと思うし、

そんなわけでヤサグレてました。

まひるからパソ奪ったら悶々とした忠義への愛しか

残らないじゃないですか??(笑)
そんなのダメじゃん。

気持ち悪い人なだけじゃん。(笑)
近くにネットカフェとかないのか??
見たことないけど。(笑)
あーぁ。ショックだわ。

つーか携帯からだとホント何も浮かばないんですけど。

そんなわけで只今朝5時半。
再び寝ます。

コメレス出来なくてゴメンナサイ。



2005.09.28 Wed 一緒のベッドに寝たい。(切実

本日2回目の登場。
大倉担まひるです。

パソがない生活ってホント暇。

死むー。寂しくて死んじゃう。

しかも携帯からの更新ってチョーめんどいし。

さてさて。今朝5時半に更新してその後爆睡して
結局起きたの14時ですよ。
完璧なふて寝です。

そりゃ頭も腐るっつーの!!!!
元から腐ってますけど。(笑)
正しくは腐敗が進むですね。(笑)
夕方5時ぐらいから寝て2回起きて後は爆睡。

ホントパソコンちゃんいつ戻ってくるかなぁ??
戻ってくるのかも怪しいんですが。(涙
引っ越しもどうなるかわからないし。

たぶん引っ越すと思うけど。

そしたら今の仕事じゃなくて別の仕事探さないと

一人暮らしして更に年4回は大阪に行ける状況
作れないし。

つーかそれならたぶん大阪に住むな。(笑)
仕事見つかるかなぁ。

仕事見つかれば大阪に住むけど。

忠義のいる大阪にレッツラドン!!!!

はい。そんなわけでお風呂入って来ました。

なんかね、夜とかにお風呂に入って頭洗うじゃん??
で、次の日の朝、前髪だけギッシュなんですよ。(笑)
何でかと言うと前髪も矯正ストパーがかかってて

それで顔に美容液とか塗るでしょ??
で、まひるってうつぶせに寝るんで前髪が美容液を

吸ってしまうんです。(笑)
ってことに最近気づいた。(笑)



つーか夏にホテルに泊まってる時初めて空たん(@章大)は
まひるがうつぶせに寝ることを知ったらしいです。(笑)
死んでるかと思ったらしいです。(笑)
生きてるっつーの!!!!
ちなみに空たんはまひるがお泊まりに行くと

セミダブルのベッドに疑いもなく一緒に寝かしつけられます。(笑)
で、他の友達の場合はちゃんと別に布団敷くらしいんですよ。(笑)
初めてお泊まりに行った時からそうでした。(笑)
もしや、まひるが寝てる間にお尻とか

サワサワされてるのか??(爆笑)
空たんレズビアン疑惑!!!!(笑)
はい。今そこのあなた、想像しましたね??(笑)
そんなことは一切ありません。

健全なお付き合いさせていただいてます。(笑)
あー。セミダブルのベッドってとこが妙にリアリティだよな。(笑)
忠義さんとセミダブルのベッドに眠りたいです。(切実
あー。でも忠義ってセミダブルじゃなくて

ダブルのベッドに寝てそう。(笑)
まひるなんてシングルだぜ。(笑)
妙な自慢はよせし。(はい。出た。甲州弁)

あ。そだ。

パソが今ないのでコメレスお休みします。

サイトさんをお持ちの方はアドレス載せて

頂けたらサイトさんにお邪魔させて頂きます。

そんなわけでヨロピコ。

あとジャニーズブログランキングに参加しています。

気に入って頂けたらリンクのとこに貼ってあるのでポチっとヨロピコ。



2005.09.30 Fri 恋をするなら御堂筋から。

キャーッ!!!!
今日、やっとエイトが載ってるオリスタ買ったった!!!!
マジ忠義カッケーんですけどぉ!!!!
ヤベー。あのエロエロの小顔ちゃん、マジカッケー!!!!(笑)
なんか癒されるなぁ。

やっかし忠義の顔見ると癒される。

新しい雑誌見るたびに新しい忠義発見!!!!
って感じでもっそいテンソン上がる。

やっぱりまひるは忠義に生かされてるんだなぁって実感する。

まひるね、7年間お付き合いしてきた人とお別れ
すること決めたんだ。

ま、所謂彼氏なんですけど。

遠距離になって3年が過ぎてそれでも頑張ってきたけど
もう頑張れない。

彼氏よりも忠義の存在の方が大きくなってしまって

今は誰よりも大倉忠義と言う人が大好きで大切で。

だから彼氏に会いに行くことよりも忠義に会いに行くことを

選んでしまう。

今、結婚と言う言葉が目の前にあってそれさえも

受け入れることが出来なくて。

まひるは彼氏よりも大倉忠義を選んでしまう。

アホだと思うでしょ??
まひるも自分でアホだと思うもん。

彼氏との7年間と結婚よりも大倉忠義との普通の2年間を選ぶ。
後悔なんてしない。

彼氏という存在が重たい時期もあった。

アホだよね。

アホだけどホントにホントに大倉忠義ただ一人だけを

愛したくて。

ずっと迷ってた。

でもまひるの気持ちを満たしてくれるのは

忠義だけなんだよ。

それに気づいた。

バカだろうとアホだろうと言われても



忠義しか愛せないから。

それが福原まひるのすべて。

無邪気に笑う忠義が好き。

いつも一生懸命な忠義が好き。

仲間思いの忠義が好き。

頭の中エロ満載な忠義が好き。(笑)

どんな忠義も受け入れる覚悟で愛してます。

関ジャニ∞大倉忠義担当*福原まひる。

ジャニーズブログランキングに参加しています。

気に入って頂けたらリンクのとこに貼ってあるのでポチっとヨロピコ。

Free As A Bird



2005.10.01 Sat 「僕らの音」

こんばんワンツー。

大倉担まひるです。

月曜日にはパソ使えそうです。

あー。ホントパソ使えないと死む。

どうやら弟の説得があったらしくさんきゅー、弟。(笑)

つーか来週誕生日なんですよ。

6日。22歳です。
あーぁ。忠義とまた年齢が離れてしまうー。(涙
ヲバでゴメン。(笑)
笑えねー。

22歳でヲタとかやってていいんだろうか??(笑)
はい。内緒ね。

まひるがもうすぐ22歳ってことは内密に。(笑)
つーか早いなぁ。

この間専門学校卒業したと思ったのに

もうそれから7ヶ月が経ちました。

あ。なんかね、空たん(@章大)のブログ読んでて
実はまひるも同じこと思ってたんだよね。

まひるなんかが空の相方でいいのかな??って。
なんか自信なくしててさ。

で、昨日空のブログ見たら同じこと考えてたんだなぁって

思ってやっぱ双子だなぁって思った。

そんなとこまで一緒かよ!!!!ってちょっと笑ったもん。
なんか最近空とあんまり接触なかったしね。

もっともっと遊んだり話したりこれからはしたいと思う。

これからもよろしく。空たん。

つーか今日ホントにおつかめでさ。

途中でこっそり座ってた。(笑)
立ち仕事ってマジ腰やられる。

足とかより腰だね。



ちなみにミスチルの今回のアルバムはどの曲が

好き??
まひるは「Monster」と「靴ひも」と「CANDY」と「Door」と
「僕らの音」かなぁ。

あ。まひる、今でも時々思うよ。

レコーディングエンジニアになりたかったなぁって。

音いじったりするの好きだから。

たぶんチョーマニアックなやつ作りそうだけどさ。(笑)

あ。今日忠義のことなんも話してない!!!!
たまにはこんな日もあるさってことで。

ほなおつー。



2005.10.04 Tue ネタもなくてごめんなすって!!!!

おひさーだーねー!!!!
大倉担まひるです。

いやいや、パソ壊れてて明日やっと自分のパソ修理に

出すんだわ。

最低でも55000円だからね。(涙
最低ラインでありますように。

そんでもって部屋の掃除なんぞ始めたりして

結局今の時間よ。

雑誌を1年分ぐらい倉庫に追いやった。
ビデオテープも。

で、細々したものは明日やろうと机の上に出しっぱ。(笑)
さすがに疲れた。

雑誌持ってウロウロだもん。(笑)

あ。でもとりま、福原まひる元気でやってます。

生きてまっせ。(笑)
でもパソ使えないのは暇で死むー。(涙
ホントまひるからパソコン生活取ったらただの

変態だもん。(笑)
そんなわけで変態生活も1週間ですよ。
1週間なのにめっちゃ長く感じる。
1ヶ月ぐらいやってない感じがする。
あー。でも実際はそのぐらいになると思う。

明日修理に出して早く返ってきても10日ぐらいでしょ??
それがベストなんだけどもし新しいやつ買うとしたら

ネットカフェ行ってDELLパソサイト見て申し込むから
2〜3週間はかかるでしょ??
パソコンってまひるの生活には欠かせないものだよね。

もっそい携帯でこれチマチマ打ってる自分がイヤ。(笑)

眠いのでサラバ!!!!

あ。明日からだよね。



「スカ☆J」期待しないで見るわ〜。

ほなおつー。



2005.10.04 Tue HAPPY　BIRTHDAY　上田竜也。

HAPPY　BIRTHDAY　
TATSUYA　UEDA
２２YEARS　OLD!!!!!

上ﾌﾟ誕生日おめでとう!!!!
最近の上ﾌﾟはめっちゃ可愛くて女の人みたいな

きれいさがあって大好きです。

ﾋﾟｱﾉに歌にｷﾞﾀｰにﾀﾞﾝｽもっともっと頑張って

最高のものを見せてください。

またKAT-TUNｺﾝにも行くことがあると
思うので

それまでに「おおー。上田やるじゃん。」（何様

的なものを見せてくれるのを楽しみにしています。

ええー。

実はﾊﾟｿを今日修理に出しまして

さすがにﾊﾟｿ禁断症状が出てきたので

近く（？）の漫喫にきています。

やっぱﾊﾟｿがいじれるって最高だわー。

しかもこのﾊﾟｿ使いやすいし。

画面は見づらいけど。（苦笑

そんなわけでﾌﾞﾛｸﾞ放置して申し訳なかったです。

またしばらく放置が続くと思うけど

（携帯からは更新するけど）

ﾊﾟｿが直るまでﾖﾛｼｸお願いします。

ええー。上田竜也氏が誕生日ということは

まひるもあと２日で誕生日なんっすわ。（苦笑

年齢は前に言った気がするので却下。（笑

ｲﾔﾀﾞー!!!!!
年とりたくねー!!!!!
忠義とまた年齢差ができてしまうじゃないかぁー。

ｼｮｯｸ!!!!!
そういや、明日は文ちゃんの誕生日だった!!!!!



いくつだっけ???
１８歳だっけ???
違ってたらｽﾏｿ。

文ちゃんもすっかりお年頃よねー。（ﾊﾞﾊﾞｧ発言

まひるが文ちゃんを知ったのは

まだ文ちゃんがめっちゃ小さかった頃で。

５年ぐらい前かな???
ちびっこ文ちゃんがめっちゃ生意気そうに踊ってたのを

覚えてる。（愛ある発言です

あ。昨日のいいとものｱｰﾁｪﾘｰの亮ちゃんが

めっさ男前でTV前でかんなり萌え〜ってなってた。
うーん。ﾋﾞﾃﾞｵ録って良かった。

空たん（＠章大）にも見せてあげなくては。（笑

ちなみにまひるはたぶん絶対、的さえにも当たらない程

ｽﾀｰ性にも運動神経面でもﾀﾞﾒ女ですけど。（笑

なんかでもあのいいともに出れるってｽｺﾞｸね???
あれってすごい人達しか出てないってｲﾒｰｼﾞあるから

そこで亮ちゃんをｱﾋﾟれたってことは

すごくいいことだと思う。

でも亮ちゃん、ほそっ!!!!!
あれでよくﾊｰﾄﾞｽｹこなせるよなー。

なんか病気とかになってほしくないなぁー。

亮ちゃんが倒れることなく無事に今度のﾄﾞﾗﾏｸﾗﾝｸｱｯﾌﾟが

迎えられるようお祈りしています。

亮ちゃん、休める時は充分に休んで

体力温存させてお仕事頑張ってください。

あ。この間の続きなんだけど

空に「重症だけど彼氏よりも結婚よりも大倉忠義が大切なんだよ。」

ってﾒｰﾙしたら「気づいてました。」って返事が

返ってきた。（笑

「だからまひるの気持ちの済むまで突き進んで」

って言われました。

はい。そうします。

今までの担当はﾎﾝﾄ自分の納得いくとこまで

応援出来てそれで次の担当に進めたわけで



だからたぶん新しい担当が出来るとかそうゆうことは

ないと思うけど

でもいつかｼﾞｬﾆ卒する日がくるわけで

それまでは大倉忠義を応援します。

納得いくまで見届けてやります。（笑

そんなわけでしばらくこのｳｻﾞｲ日記も続くと思いますが

お付き合いﾖﾛｼｸお願いします。

今日から「ｽｶ☆Ｊ」だねー。

なんかあれなんでしょ???
裏ｼﾞｬﾆのＰが戻ってきたってことなんでしょ???
だからまた女絡みのつまんないﾛｹばっかやらされるんでしょ???
エイトメン的にはどう思ってるかわからないけど

ﾌｧﾝはそんなの求めてないし、

エイトメンで面白おかしくやってる姿が見たいわけで

普通にﾛｹやってくれればいいんですよ。

合コンだのなんだのとかは一切いらないわけで。

絶対何週か見て面白くなかったら

抗議のﾒｰﾙ送るよー。

ﾏｼﾞで!!!!!

あー。後何書こうかなぁー。（笑

とりあえず一端これで終了します。

たぶん後で追加すると思われー。

ほな。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

ｺﾒﾚｽ

彪（＠慶一郎・忠義）　

ありさ（＠博貴）　

はるか(＠学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 彪（＠慶一郎・忠義）
遅くなってｺﾞﾒﾝねー。

ﾘﾝｸ貼っておきました。

なんか結局月曜日になってもﾊﾟｿは使えず、

今までは家の会社のﾊﾟｿを使ってたんだけど

今日、自分のﾊﾟｿを修理に出したんで

早くて１週間ぐらいでﾊﾟｿが使えるようになると思われー。

（あてにならないけど）（苦笑

もしかしたら新しいﾊﾟｿ買うかもしれなくて

その時はもうちょっとかかると思うんだけど。

あと、彼氏とのお別れについてｺﾒﾝﾄありがとう。

まひるは間違ってるかもしれない。

でも後悔はしていないし、今は大倉忠義ただ一人を

見ていられるという充実感でいっぱいです。（笑

ありさ（＠博貴）

そうそう、携帯からｺﾒﾝﾄいたしました。（笑

今日は仕事が休みなので漫喫にきてﾊﾟｿ使ってるんだけど。

あの待ち受けすっごい気に入ってるよー。

ありがとう。

なんか忠義の穏やかな微笑みがもっそい好きで。

うんうん。

また時間あったら作ってほしい。

ＰＣね、なんか家の会社はもうﾈｯﾄ接続はしないって

ことになったらしく自分のﾊﾟｿを修理に出したんだ。

だから早くて１週間ぐらい???
新しいﾊﾟｿを買うとしたら更に１０日ぐらいかかるかな。

だからまだまだﾊﾟｿﾗｲﾌには遠いのですよ。（涙

ありさって元亀担なんだ???
初知り。（笑

まひるは元仁担。（笑

仁ちゃんの歌声とかは未だに聴くと

震えがくるねー。

昨日もｻﾏﾘｰの「ギリシャ」曲見ててそのｻﾏﾘｰ

見に行ったんだけどもっそいｾｸｼｰで好きだわー。（笑

はるか（＠学）



ほんじゃに、たぶん半年ぐらい遅れてるよー。

ＴＶ神奈川で見てるんだけど。

だからたぶん友達にﾀﾞﾋﾞってもらおうかなーって思ってまふ。

だって好きやねんのｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ見たいもん。

今すぐみたいもん。（ワガママ

あ。うんうん。

見たら「学ﾁｪｯｸ」必ず行いますわー。（笑

ﾊﾟｿ壊れて今日修理に出したから

今は漫喫のﾊﾟｿから更新してます。

まだ日焼けはするよね。

だいぶ最近は涼しくなったと言えども。

なんか去年のエイトの握手会の時、

あの天気はﾎﾝﾄ予想外でめちゃくちゃ日焼けして

最悪だったよー。



2005.10.05 Wed 浜中文一、18歳!!!!(ビクッ

HAPPY BIRTHDAY
BUNICHI HAMANAKA
18YEARS OLD!!!!

文ちゃん誕生日おめでとう!!!!!
あのﾁﾋﾞｯｺだった文ちゃんがもう１８歳かぁー。

なんかびっくりです。

文ちゃんのことは５年ぐらい前から見てるけど

ﾀﾞﾝｽが某Hくんに似てて結構衝撃なんだよなー。
まひると空（＠章大）には。（苦笑

でも空気の読めないといいきってしまう

浜中文一が好きです。

これからも頑張ってほしいです。

つーかショック!!!!
今日、国技館のイベントのハガキ書いてたら

空たん(@章大)に1人1枚ってあったよって言われたった!!!!
あー。空たんに聞いて良かった。

危うく全部自分の名前で出すとこだった!!!!
ひゃー。名前借りなきゃ。

つーかもう会社のパソ、ネットやらないとか言うから

どぼじよーって思ってたのに普通に新しいパソ来て

普通にネット設定やってもらってるんですけど。

しかも最新ですよ!!!!
ちょっとカチーンって。(笑)
使わせてもらえるかどうかはわからないけど

とりあえず自分のパソが戻ってくるまでは

使わせてもらいたいなぁって交渉しようと思って。

あー。まひるってやっぱズだな。(笑)
(図々しいのズね)
つーか新しいパソとか見るとやっぱ欲しいなぁって思うわ。

しかも黒いパソコンがうらやまー。

まひるのはシルバーにちょっとブルー入ったやつね。



19インチでうらやまー。
激しく裏山ですよ。(笑)
ちなみにまひるのパソは赤西仁、大倉忠義仕様だからね。(笑)
仁ちゃんと忠義のシールと千社札が貼ってあるの。(笑)
通称ヲタパソ。(笑)
だからたぶん余計に愛着があるんだよね。

それにばぁちゃんの形見みたいなものだから。

だから簡単に壊れたからって新しいパソにって

気持ちになれなかった。

限界まで使いたくて。

あ。そういや、おっしーさ、12月20日で今の事務所辞めて
音楽活動に専念するらしいよ。

しかもインディーズで活動するらしい。

なんかFCとかも閉鎖されてるからおかしいなって
思ってたんだ。

なんか矢田ちゃんとの結婚準備って噂も出てるらしい。

矢田ちゃんだったらもう文句なしだし、

むしろ嬉しいし。

忠義にもいつかそんな人が現れてまひるは同じことが

言えるんだろうか。

言えたらいいな。

忠義の結婚を祝福してあげたい。

だからそんな祝福出来ちゃうような人を探してね。(笑)
ま、まひると結婚してくれたら嬉しいんですけどね。(笑)
やっぱズだわ。(笑)
あ。でもまひるって変人って言われてるから

オススメは出来ません。でももっそい尽くすタイプです。(笑)
とか言ったら絶対まひるのこと知ってる人がみたら

ビックシすると思う。(笑)
あと甘えないタイプに見られがちなんですが

もっそい甘えます。

でもシャイなんです。(笑)
今、亮ちゃんに「え??だ、大丈夫ですよ。たぶん」って
言って欲しかった!!!!(笑)
だれかフォローしてくり。

スルーしないでー!!!!(笑)



あ。そだ。

まだ山梨のまひるんちに空たんを招待したことないから

今度招待しよ。

たまにはまひるんちでまったりお部屋デートもいいよね。(笑)

あー。携帯で更新して

その後会社のﾊﾟｿを使わせてもらえてるので

携帯から手直ししてます。

いやー。画面ﾃﾞｶ!!!!
１９ｲﾝﾁっすよー。

昨日のｽｶ☆J見てないに等しい。（苦笑
だって忠義ﾁｪｰｯｸしか記憶にないんだもん。

だからまたﾋﾞﾃﾞｵで見ますわー。

でもぜんぜんｵﾓﾛｸなかった気がする。

だって記憶にないぐらいだから。（笑

それよりｶﾞｷ使の罰ｹﾞｰﾑとぷっすまの方が

面白かったんだもん。（笑

久々に昨日は大爆笑で。

こんなに笑ったのはﾎﾝﾄ空がｺｲﾝﾛｯｶｰにお金入れるとこに

ずっと鍵をねじ込んで「あれ???あれ???」とか
言ってる時以来だね。

あの時は駅で大爆笑だったもん。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加してます。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾖﾛ。

ｺﾒﾚｽ

彪（＠慶一郎・忠義）

はるか（＠学） 彪（＠慶一郎・忠義）
いやー。自分のﾊﾟｿは昨日修理に出したんだけど

会社のﾊﾟｿは今日、新しいやつが入ってきて
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なんとか家族の了解がとれて今使わせてもらってる。

とりあえず自分のﾊﾟｿが復活するまではこっちのﾊﾟｿから

更新出来るんでｺﾒﾚｽもﾊﾞｯﾁｼよーん。（笑

人間関係とかってこれが正しいとか

そうゆう答えってないじゃない???
だから誰が正しいとかあの人の方が正しいとか

まひるもないと思うんだ。

だからまひるは全然後悔もしてないし。

うん。

ほんじゃにはねー。

TV神奈川で見れるんだけど
半年ぐらい遅れてるのー。

しかも半年ぐらい見てないからほんじゃには

1年ぐらい見てないかも。（それでも大倉担か???
かなぴい。（涙

はるか（＠学）

学ﾁｪｯｸがしたいー!!!!!
ﾏｼﾞで!!!!!
動く浅田くんが見たいんだって!!!!!
夏以来だし。あ。まだ秋になったばっかか。（笑

去年の握手会行けなかったのかぁー。

残念だったねー。

去年はﾎﾝﾄしんどかった。

でもエイトメンの最高の笑顔が見れたから

頑張ってよかったーって思った。



2005.10.06 Thu 恋がしたい。（ってどこかに書いたような

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけども。

つーかｼｮｯｸ!!!!

書いたら全部消えました。（ﾉｫｰ!!!!
そんなわけでま、他の曜日だったら

ふて寝するとこですが木曜日なので

書き直します。

あ。福原まひる、今日で２２歳になりましたー。

ﾊﾟﾁﾊﾟﾁー。

って全然うれしくねー。

だってだんだんｦﾊﾞに近づいてるじゃん。

着実に一歩一歩近づいてるじゃん。

ｲﾔー!!!!!

気を取り直して今週もやります。

∞ﾚﾝｼﾞｬｰに勝手にｺﾒﾚｽ!!!!!

渋谷すばる様

まだ風邪ちゃんと格闘してるんですか???
早くよくなるといいですねー。

つーかﾀ○ｺさんにちゃんと看病してもらってます???
ﾀ○ｺさんってﾎﾝﾄすばる溺愛だよねー。

なんかすっごい愛を感じるよー。

あ。２４歳おめでとー。

大人な感じのﾊﾞﾗｰﾄﾞもすごく好きだけど

すばるのちょっとかすれた声でｼｬｳﾄする曲も

大好きです。

あー。きっとｸﾘﾊﾟで発表しちゃうのかなぁー。

まひる、ｸﾘﾊﾟ今年行けないから見れないかも。（涙

つーかつーか。

渋谷さん。

ﾖﾝﾊﾟｰって!!!!!（笑
ﾏｼﾞっすか???（村上ん風



巷のみなさん、ﾏｼﾞ???
誰か知ってる人教えてー。

だいたい外国のﾀﾚﾝﾄさんに全く興味のない福原まひる。

韓国四天王の名前すらろくろく言えない人です。

かろうじて覚えたのがﾊﾟｸ・ﾖﾝﾊさんです。

ﾖﾝﾊさんは好きなんですが。（結局好きなんじゃん

はぃ今週以上!!
ぃいぃきぃぃなぁぁりぃい↑

まぁっ、ぃいっか、

秋だしぃ。（笑

ｿｯｺｰﾊﾟｸってやったよ。

しぶたにん。（笑

内博貴様

こんばんﾜﾝﾂｰ。

２週間ぶりです。

ﾋﾟﾛｷは風邪とかひいてない???
まひるは年明けからが勝負です。

でも市販の風邪薬とか一切飲めないし、

病院は遠いしでいつも気合で治しています。

急に涼しくなったから風邪ひかないようにね。

最近は何して過ごしてますか???
やっかしエイトは８人でエイトなので

正直寂しいです。

胸が張り裂けそうなぐらい切ない時も

あります。

でもまひるはﾋﾟﾛｷを信じて待ってるし、

たくさんのﾌｧﾝが待ってるし、

ﾋﾟﾛｷの戻ってくる場所はいくらでもあるから

ずっとずっと待ってるよ。

ﾋﾟﾛｷのことを忘れたことなんてないから。

錦戸亮様

にーしーきーどー!!!!!
まひるの英語力の無さを試さないでくれます???
ﾎﾝﾄ半分ぐらいしか分からなかったから!!!!!（笑
ﾄﾞﾗﾏを頑張ってるってことを伝えてることは分かったけど



ﾎﾝﾄ久々に変な汗かいたよー。

そんな亮ちゃんには一言。

「ﾄﾞﾗﾏ楽しみにしてるよ。ｱｰﾁｪﾘｰかっこよかったよ。」

See　you next week.
bye bye.

丸山隆平様

ｽｯﾎﾟﾝﾊﾟｰﾃｨｰと聞いた時から

丸ちゃんの様子が予想ついたけどね。

丸ちゃんの丸ちゃんが「ﾊﾟｰﾝ」
もしくはにょっきにょっきでしょ???（爆笑
いやー、あえて例えて欲しかったわー。（笑

身長が１７７ｾﾝﾁで体重６１ｷﾛって普通でしょ???
ｼﾞｬﾆｰｽﾞって細い人多いからたぶん周りに

比べたら自分太ってるのか???って
思うかもだけど全然標準だと思うよー。

ちなみに福原弟は１８５ｾﾝﾁの６３ｷﾛのｱﾝｶﾞｰﾙｽﾞに

入れそうな感じです。（笑

つーかにょっきの話をした後に毛の生えたようなとか

言われるとどうしても下の方を想像してしまう

どうしょもないくらい下ﾈﾀﾏﾝの福原まひるです。

新陳代謝が活発なのもｽｯﾎﾟﾝのせいだと思うよー。

そのうち通常ﾓｰﾄﾞに戻るよ。

つーか女の人がｽｯﾎﾟﾝ食べた場合ってどうなの???
素朴な疑問だけど親には聞けない疑問···。

つーか丸ちゃん、一言言っていい???
稲川淳二ﾗｲﾌﾞ行くとかどんだけ怖いもの好きなんですか???
まひるは全然ﾀﾞﾒな人で

赤西仁のように女の人を置いて逃げるぐらい

ﾋﾞﾋﾞﾘﾏﾝです。

だから丸ちゃんのﾗｲﾌﾞまで行ってしまう気持ちが理解出来ません。

ｺﾞﾒﾝね。

ﾔﾀﾞｰ。ﾔﾀﾞｰ。

貞子が限界だもーん。（涙

安田章大様

はろはろ〜。



え???まだﾊﾟﾝ一で寝てるんですか???
風邪ひきますよー。

まひるは今日は朝寒くて目が覚めました。

羽毛の薄い布団で寝てるんだけど

ｶﾊﾞｰの片方に布団が寄ってしまって

ｶﾊﾞｰだけで寝てる状態だったのです。（笑

山梨は昼間と朝晩の気温差が激しい場所なので

朝とかもっそい寒いんですって!!!!
あ。犬の名前ってぱぴーって言うのかな???
めっちゃ犬可愛かったってばー。

卑怯ですよー。

安田さん。（あえて苗字で

あの写真今日すでに５回ぐらい見てますもん。

犬好きにはたまらない写真です。

ぱぴーにﾖﾛｼｸ。

大倉忠義様

恋がしたいとか言っちゃう???（笑

まひるは大倉忠義さんにめっちゃ恋してますけど。（笑

しかもｳｻﾞｲぐらいの溢れんばかりの愛を注いでます。

つーか前の方の文章はﾉｰｺﾒで。（笑

はい。そんなわけで

さすが錦戸亮、商店街歩いてそんな言葉が出てくるのは

錦戸亮ぐらいですよ。

まひるは断然大倉忠義派なんですけども。（笑

いやね、この間、友達が

「木枯らしみたいなにおいしない???」とか言ってきて
食べ物のにおいしかわからなかった

全く大倉忠義現象だったんですけど。

だから大爆笑して「忠義分かる分かる〜!!!!」って
言っちゃいましたー。（笑

あー。夜のたっちょんに遭遇したいですね。

どんだけ熊なのかお試ししたいです。

あー。楽しみです。

大倉熊、あんなことやこんなこと···｡ﾆﾔﾘ

えぇー!!!!
大倉熊は散々いろんなこと言っておいてｹｱなしですか???



おかゆ作って

部屋片付けて

おでこ冷やしてくれて

膝枕で耳掃除して

頭ﾅﾃﾞﾅﾃﾞして

早く治る魔法かけてくれないの???
やってよー!!!!
やって!!!!やって!!!!
まひるはいつでも忠義のためなら風邪でなくても

やりますよー。

膝枕で耳掃除して頭ﾅﾃﾞﾅﾃﾞしてﾁｭｯってしちゃうしちゃうー。（笑

ま、たっちょん、いつでも呼んで。（笑

村上信五様

ヒナちゃんって最初ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞだったんだ???
全然気がつかなかった。

いつも明るかったし。

ヒナちゃんでも苦労した時期あったんだね。

でも誰でもﾈｶﾞﾃｨﾌﾞになると思うよ。

ヒナちゃん達の苦労を知ってる人は。

まひるはたぶん自分の性格結構好きだから

たぶんﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞなんだろうな。

時々凹んで空たん（＠章大）を困らせるけど。

でも基本的にはﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ。

「私なんか」って思った時期も確かにあった。

でも今は思ったりしないなぁー。

つーか相変わらずヒナちゃんの後半部分が

理解不能な頭の悪いまひるです。

ｶﾀｶﾅに滅法弱くて名前関係全然覚えられないんだもん。

あ。でも中村俊輔選手が好きで

中村選手絡みのことなら多少分かるよ。

でも中村俊輔選手好きって言うと

「微妙」とか言われるけど

その微妙というあなたはｻｯｶｰ選手に何を求めてるんですか???
ﾌﾟﾚｰがかっこよかったらえぇんちゃうん???（なぜか関西弁
そうゆうﾐｰﾊｰな人は嫌いです。



横山裕様

横山兄さん、片思いの話何週引っ張るつもりですか???
ぶっちゃけ勝ったか負けたかだけ話してください。（笑

いや、別にいいんですけど。（ｷﾚてないですよ（笑

こうなったらとことん付き合いますって!!!!!
何年かかっても現在に追いつくまで何度も何度も読んで

やりますよー。

基本的に連載は３回ぐらいは読むのかなぁー。

忠義だけ７〜８回読むけど。（溺愛しすぎ

そんなわけでもうすぐﾚｺﾒﾝの時間なので約１ヶ月ぶりに

聴こうと思います。

横山兄さん、今日も期待してます。

昨日さ、新しい会社のﾊﾟｿに浮かれて指紋認証なんて

登録したらﾔﾊﾞｲことになって

会社のﾊﾟｿなのにまひるの指紋でしか立ち上がらなくなって

１時間ぐらい焦ってました。（ﾊﾞｶだなぁー。

無事解除しましたけど。

余計なことやるとろくなことはない。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.10.07 Fri 愛に溺れて。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるでっす。

いやー。

昨日、ﾚｺﾒﾝ聴いてる時、もっそい眠くて

瀕死の状態でした。

村上んのﾍﾀﾚぶりに爆笑したわー。

村上信五、最高〜!!!!
横山んも面白かった。

ぶどう６０ｺぐらい丸のみしてるし。

死なねーのか???（苦笑
まひるはこの間、ﾊﾞﾅﾅを胸につまらせて

死ぬかと思いました。（笑

半分ぐらい食べて胸に詰まったから

半分捨てました。（もったいねー

なんかｵｶﾝにもっそいうまいものが食べたいって

言ってみたんだけど却下されました。

でも今日食べたお肉は美味しかったなぁー。

ちょっとそれで満足してしまった福原まひるです。

つーか明日の夜からｵｶﾝが旅行にいくのでいないんですよ。

で、家のこと任されたんだけど

まひる、仕事なんだよねー。

犬のえさとか仕事から帰ってきてからでも

大丈夫かなぁ???
ちなみにｵｶﾝは九州に行くらしいです。

まひるも行ったことのない九州ですよ!!!!
たぶんまひるは結構あちこち行ってる方だと

思うんですよー。

北海道、青森、山形、宮城、新潟、群馬、埼玉、

長野、石川、大阪、京都、愛知、静岡、岡山、

広島、山口、は確実に行ったことありますね。

ちなみにほとんど高校時代から専門学校時代に

かけてですね。



中学の時行ったことある場所もあるんですが。

しかも高校の時、学校途中で早退して埼玉にﾗｲﾌﾞ観に行って

家に帰ってきて学校行って

群馬にﾗｲﾌﾞ行って帰ってきて学校行って栃木にﾗｲﾌﾞ行って

帰ってきて学校行って千葉にﾗｲﾌﾞ行って帰ってきて

学校行って長野行ってって

ゆー５日間が１番印象に残ってるかなぁー。

そんなわけで学校の出席日数ﾏｼﾞで

足りませんでした。

補講とか行かされたもん。

そんな生活楽しかったなぁー。

ちなみにNOTｼﾞｬﾆです。

つーかまひるはﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰはZEROってとこ使ってるんですが
この間、NTTから電話があって
「ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰはどこをお使いですか???」
って聞かれて「ｾﾞﾛです。」って言ったら

「使われてないんですか???」って。（笑

そのｾﾞﾛじゃねー!!!!（笑
って一人突っ込みをしてみました。

「ｾﾞﾛって言うﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰです。」って言い直しました。

「あー。そうゆうﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰがあるんですね。」って。

そうだっつーの!!!!!
ちなみにZEROはむちゃ安いのです。
月８００円ぐらい。

そんなわけで昔はniftyとか使ってたんだけど
今はZEROです。
でもZEROは対応あんま良くないんで
お勧めは出来ませんけど。

ちなみに会社のﾊﾟｿはOCNなんですけどね。

あー。最近もっそい眠いんですよー。

すでに眠いですもん。

今日も早く寝ようー。

明日、朝早く起きて庭の掃除とかやらないとならないし。

庭、無駄に広いし。（苦笑

なんだよ。１０００坪って。



どんな屋敷が建ってるかと思うじゃん。

全然普通の２階建ての家と

古い離れと会社があるだけなんだけどね。

うちのｵﾄﾝがもともと農家の出だったらしいので

土地だけは異常にデカイんですよ。

そんなわけで家間の移動は健康ｻﾝﾀﾞﾙです。

ｵｶﾝに可愛いｻﾝﾀﾞﾙを履きなさいって

言われるけどまひるの足には可愛いｻﾝﾀﾞﾙというものは

歩きづらいだけなんだもん。

ｵｶﾝ細かいことまで注意しすぎ。（笑

東京育ちのまひるは小さい頃、ばあちゃんち（今住んでる家）に

遊びに来るのが楽しみだった。

ｻｯｶｰとか野球とか出来ちゃうしさー。

庭にも堀があったり軽く庭園みたいなやつとか

あってすごいなぁーって思ってた。

今は堀も庭園もないんだけどね。（涙

弟が堀にﾊﾏったことがあってさすがに焦ったし。

まだたぶんまひるが幼稚園ぐらいの時じゃないかなぁー。

弟が当時はﾎﾝﾄ頼りない感じの子で

堀に落ちたり溝にﾊﾏったりよくしてたなぁー。

まひるも裏の川に落ちたことあったけど。

懐かしいなぁー。

あー。あと近所の友達と近くの山に

自転車で行って山の坂道を下りてきたんだけど

途中で友達の自転車のﾌﾞﾚｰｷが切れて

勢いよく山道転げ落ちてったこともあったわ。（笑

でも怪我とかもなくてﾏｯｸｼｪｲｸ片手だったから

ｼｪｲｸまみれだったぐらいかなぁー。

あれはﾏｼﾞ笑った。

あ。今日、忠義の話してないし。（苦笑

あ。今日、斗真の誕生日だよね???
２１歳だっけ???
忘れたから大きく書きません。（かわいそー

斗真、誕生日おめでとう。

これからもお芝居の仕事中心に頑張って欲しいと

思ってます。



まひるはなにげに斗真とｱﾂﾋﾛくんの２ｼｮ好きです。

あ。そだ。今年、阪神優勝したじゃないですかー???
うちの甥っ子（下の子）が生まれたのが

前回阪神が優勝した年で。

名前を「愛虎（まなと）」って言うんですよ。

すごい名前でしょ???
誰が考えたのさ。（笑

最近の子供って読めないよね。

漢字の当て字が多くて。

あ。そだ。この間、お客さんで忠○って言う名前の人がいて

その○に入る文字はまひるの本名なんですけど。

ちょっと嬉しかったです。

つーか今日無駄に長い···｡

たいした内容書いてないし。

ってわけでこの辺で終わろうと思います。

また明日から頑張るっちゃ。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。

ｺﾒﾚｽ

はるか（＠浅田くん）

はるか（＠浅田くん）

わーい。若いと言ってくれてありがとー。

何気に気にしてたんだよね。

年齢のこと。（笑

そ、そ。文ちゃんの１日後なんだよねー。

どうせなら一緒がよかった。

あ。そういやね、専門学校の時に

全く生年月日と血液型が一緒の子がいたのね。

もっそい仲良かった子なんだけど。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


でも普通性格とか似ると思うでしょ???
全然違ったの。

もう服装からいって全然違ったし。

友達の方は半分ぐらいおっぱい見えてるような

ｸﾞﾗﾏﾗｽな服装でさー。

男子から目のやり場に困るって言われてた。（笑

ｸﾘﾊﾟも決定したねー。

まひる、今年行けそうになくてさ。（涙

もう今まで我慢とかをしたことがなく

行きたい時に行ってって感じだったから

今回は苦しみそうだよ。

絶対ｸﾘﾊﾟ中とか凹んでそうだもん。

はるかは楽しんできてね。

まひるの分も頑張ってきてね。



2005.10.08 Sat 愛していると言ってくれ。

あー。このﾄﾞﾗﾏ大好きでした。

つーかﾄﾖｴﾂの顔とｽﾀｲﾙがもっそいﾂﾎﾞなんですよ。

最近随分ｵｯｻﾝ（失礼）になってしまったけど

あの頃とか「NIGHT　HEAD」の頃のﾄﾖｴﾂもっそい
大好物なんですよー。

ﾏｼﾞ渋い。

案外年上とかも好きで

仲村ﾄｵﾙさんとかももっそい好きです。

あ。あと渡部篤郎さんとかも好きです。

渋い人好みですね。

基本的に背の高い人が好きみたいです。

大倉忠義とか大倉忠義とか大倉忠義みたいな。（しつこい

あー。なんか明日やることいっぱいあるんですけどー。

仕事行く前に庭の掃除して

犬２匹にえさやって金魚にもえさやってゴミ出して

ご飯の支度して。

で、仕事行って帰ってきたら

また犬と金魚にえさやりですよ。

なんかどっちが飼われているかわかんねーよ。

いいんですけど。

ちなみに過去に出目金の「忠義」という金魚がいたんですが

お亡くなりになりました。（涙

ﾁｰﾝ。
大倉忠義さんもっそい、ｺﾞﾒﾝなさい。

そんな縁起でもないことをしてしまって。

他の金魚は元気なんだけど

忠義だけﾁｰﾝですよ。

あー。忠義なんて名前つけるんじゃなかった。（涙

かんなりｼｮｯｸなんですけど!!!!!
つーか１番ｼｮｯｸなのは大倉忠義本人だと思うんですが。

ってわけでここだけの話にしといてください。（笑

ちょっと話を隠蔽しようとしてるんですが。（笑

あー。もっそい大倉忠義さんに個人的にｳｿでもいいから



「愛していると言ってくれ。」って言われてーーっっ!!!!!
ちょっとはにかんで「愛してます。」って言うのになぁー。

つーかはにかみは芝居です。（笑

あー。でもわかんね。

実際に忠義にそんなこと言われたら

福原まひる、２２歳

本気ではにかんじゃうかも。（笑
よせし。（はい。出たー。甲州弁）

ドン引きだから!!!!
つーか忠義ってそんなこと言っちゃうｷｬﾗだっけ???
絶対違うな。関西人だし。

でも「好きって言うてー。」とかは言いそう。（爆笑

膝枕してあげて甘えん坊ﾓｰﾄﾞで

「好き???」とか聞いてきそうだもーん。（笑
そしたらもっそい笑顔で「好き。大好き。」って

言ってやるんだー。（笑

今かんなり妄想入ってる。（笑

楽しいー。もっそい楽しいー。

妄想最高ー!!!!!

明日早いからこの辺で寝ます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。

ｺﾒﾚｽ

はるか（＠学） はるか（＠学）
えぇー!!!!!
学くんと９日違い???
そっちの方がうらやましいよー。（笑

９日違いは覚えにくいかもだけど

同じ月ってことだよね???

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


１２月かぁー。

１２月とかうらやましいよー。

１０月６日とか誰もｼﾞｬﾆ関連誕生日たぶんかぶってないし。

５日が文ちゃんで７日が斗真とかそんな間に

挟まれちゃってみたいな感じだし。（苦笑

あ。まひるね、１度だけ自分の誕生日に自担の出てる舞台

観に行ったことがあるよ。

もっそい感動した。

確か９月末ぐらいから始まって１ヶ月公演だったのかな。

それで相方がまひるの誕生日に観にいこうって

言ってくれてまんまとﾁｹも取れて行ってきたよー。

おっぱい出しすぎとかﾀﾞﾒだよねー???（笑
だって半分ぐらい出してたもん。

もう胸の谷間全開!!!!!（笑
女同士でも恥ずかしかったもん。（笑

そ、そ。男心としてはやっぱﾁﾗﾘｽﾞﾑだよね。（笑

ﾁﾗっと見えるぐらいがｴﾛ心を揺さぶるんだよね???（笑



2005.10.11 Tue にーしーきーどーっっ!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるでっす。

２日も放置してｺﾞﾒﾝなさい。

眠すぎて爆睡してました。

今日も目の下ｸﾏ出来てるし。

いろいろﾄﾗﾌﾞﾙがありましてﾃﾝﾊﾟる数日を送っていました。

明日もどうなるか分からないんですけど

とりあえずはまひるはｸﾘﾊﾟは行けそうにないので

ﾄﾞﾘﾎﾞと錦戸亮ﾗｲﾌﾞをどうするかを

決めないとならないんですが

たぶん両方行けねー。（涙

もうね、携帯がﾊﾞｶになりすぎて機種変しないと

ﾏｼﾞ使えなさそうなんですよ。

なんか電池が増えたり減ったりしてて。

半日とか電池もたないんですよ。

だから来月機種変しようと思って

その他諸々でお金かかりすぎてﾁｹ代まで

手が回らないんですよ。

だって締め切りが給料日前だし。

もうその段階でﾁｰﾝですよ。

なしてー???
なしてﾄﾞﾘﾎﾞが１月なんですか???
てっきりGWだと思ってました。
じゃ、GWは???
GW何かあるんだったら今回諦めるけどさ。

つーか「１ﾘｯﾄﾙの涙」見た!!!!!
亮ちゃんめっちゃ出てた。

亮ちゃんっていっつも最初感じ悪くないっすか???
感じ悪いってゆーか天邪鬼ｷｬﾗ。（笑

でもかっこよかった。

なんか病院で沢尻さんと話してる時の

ｳｿとか言ってる亮ちゃんに激しく萌え〜なんですけど!!!!!（笑



亮ちゃんかばえぇー!!!!!
やっかし錦戸亮って男前だわー。

好き好きー。

今日、ｦﾀ誌買ったんだけど

特に萌えﾎﾟｲﾝﾂもなく。

あ。でもなんの雑誌か忘れたけど

ﾓﾉｸﾛの写真に下に丸いｶﾗｰ用紙が置いてあるやつの

忠義の顔は大好きでした。

なんかちょっと髪が伸びていい感じに

なってきたよね???
まひるの大好きな大倉忠義ですよ。

髪長めにﾒｯｼｭ。

なんかｾｸｼｰ感が増すんですよ。

ﾁﾝﾋﾟﾗ度ｱｯﾌﾟ。

忠義男前ー!!!!!

つーか今日ね、ｦﾀ誌購入した時に病院の領収書を

落としてしまって呼ばれましたね。

館内ｱﾅｳﾝｽですよ。（笑

ﾎﾞｹﾎﾞｹしてた割りに自分の名前呼ばれたことに

気づきｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝまで行きましたよ。

もっそい恥ずかしかったです。

HEPで館内ｱﾅｳﾝｽされた室龍規の方がもっと恥ずかしかったと
思いますが。（笑

久々に天然出しましたね。（笑

あー。そういや、「１ﾘｯﾄﾙの涙」に遠藤雄弥くんって出てた???
まひる、もっそい好きなんですが。

でも眼鏡をかけて見なかったので

顔の判別は見覚えある顔ぐらいしか

出来なくて遠藤くんが分からなかった。（涙

ちなみに元彼にもっそい似てるんです。

なんか職場で言われてるらしいよ。

いやね、まひる絶対ﾃﾆﾌﾟﾘのﾐｭｰｼﾞｶﾙとかって

実写は無理なんじゃないかって思ってたのね。

で、遠藤くんの顔見たらﾏｼﾞ越前ﾘｮｰﾏなんですよ。



あれはﾋﾞｯｸｼしたねー。

ﾐｭｰｼﾞｶﾙの内容までは見てないけど

結構公演数重ねてるから評判高いってことだよね???
いやー、ｦﾀ魂狙い撃ちされてますよ。（笑

つーか錦戸亮ﾗｲﾌﾞに行ったらほぼ１００％錦戸うちわですか???
怖い。

そんなｿﾛｺﾝなんて行ったことないし、

ほぼ１００％が錦戸亮を見てるかと思うと

ちょっとした笑いがとれますよね???
自分がｽﾃｰｼﾞに立つ側だったらもっそい不気味です。

しかも横Aですし。（笑
ｴﾛ全開な錦戸亮が拝みたい。

ほなおつー。



2005.10.13 Thu 雨。

別に今日の天気ではないです。

まひるの気持ちが雨なのです。

もうﾎﾝﾄ昨日とか消えてなくなりたいって思ったし。

ｦﾀ卒しようとか思ったし。

でも携帯に入ってる「大阪ﾛﾏﾈｽｸ」聴いたら

涙がいっぱいこぼれてきて

号泣してそれで少しはすっきりした。

やっぱりまひるにエイトは捨てられないし、

今は忠義のこと考えるのもつらいけど

（原因は忠義じゃないよ）

でもまた少しづつ忠義のことまっすぐな気持ちで

応援出来たらいいなーって思う。

今はこれを書くのが精一杯で

ご飯も丸２日食べてないし、

もうなんのために生きてるとか前が見えない。

人を信じることが出来なくなってしまった今。

どうやって生きていったらいいんだろう。

ﾎﾝﾄだったら今週もここで∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽとか
してると思うんだけど

そんな元気もなく。

あ。ちなみに亮ちゃんだっけ???
エイト担はちゃんと全員分を読んでいますよ。

eighterですから!!!!!
だいたい１人のとこ３回は読むかなー。

忠義のとこだけ７〜８回読むけど。

ｺﾞﾒﾝ。

もう寝る。

起きてるのがしんどい。

ｺﾒﾚｽもしばらくお休みします。

でも目は通してますから。

遅れるけど返事もしますから。



2005.10.14 Fri 曇り、時々晴れ。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるでっす。

なんとか脱出出来たみたいです。

昨日までは本気で消えたいって思ってたけど

でも「One」を思い出した。
「それでも前に進まなければ」。

そう思ってとりあえず家でｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞしてると

自分がﾀﾞﾒになると思って

漫喫に来てみました。

まひるさん、漫喫好きね〜。って今思ったでしょ???
なんか落ち着くんだよね。

家にいるとｲﾔなことばっか考えてしまうけど

とりあえず外に出て一人になれるとこって

いったらここしか浮かばなかったし。

やっぱ大倉担として恥じない生き方をしたいと思うんだ。

絶対、忠義だったらこのぐらいのことでくじけたりは

しないし、弱音を吐いたりしないって

思うんだ。

だからまひるも忠義に負けないよう頑張りたい。

そうそう、∞ﾚﾝｼﾞｬｰでも言ってたけど
忠義、ﾏｲｽﾈｱを発注したんだね。

めちゃくちゃ楽しみ〜。

忠義好みの音が出来上がるといいね。

その音を耳に焼き付けて家に帰るんだ。

そしていつかはﾏｲﾄﾞﾗﾑを作り上げて欲しいなぁー。

つーかﾎﾝﾄ忠義がここまでﾄﾞﾗﾑにﾊﾏるとは

思ってもなかった。

１年半ぐらい前まではﾀﾞﾝｽの方が好きって

言ってたのになぁー。

それからの忠義のﾄﾞﾗﾑの成長はすごかった。

あー。ﾎﾝﾄにﾄﾞﾗﾑが好きなんだなぁーって見てても

わかるし、雑誌とかでもよく言ってるよね。

そんな忠義がすごいかっこいいと思えるし、



まひるも負けてられないなぁーって思う。

今はﾎﾝﾄに忠義がﾄﾞﾗﾑ始めてくれてよかったと思うし、

そのおかげでエイトにも入れたし、

ﾎﾝﾄによかったと思う。

つーか恋がしたいと言ってる忠義へ。

ありがとう。

忠義も前を向いて歩きだしたようなので

何もまひるから言うことはありません。

やっぱり忠義は忠義らしく生きて欲しいと思っています。

まひるもまひるらしく生きていきたいと思ってます。

まひるらしいってなんだろう???
まだよく自分でもわからないけど

落ち込みやすいけど立ち直りも早いのがまひるかな。

後、情にもろく、好きなものにとことん熱く

ちょっとｦﾀｸ体質。（笑

そんな自分がやっぱり嫌いじゃないです。（笑

あー。そうだ。昨日「ﾊﾟﾗｷｽ」が夜中に始まったんだよね???
もっそい見たかったんだけど

ﾔｻｸﾞﾚﾓｰﾄﾞﾋﾟｰｸだったので

寝てしまいました。

来週からちゃんと見たいなーと思ってます。

なんか「ご近所物語」の時がそうだったんだけど

ｱﾆﾒになるとなんかちゃっちくなるんだよねー。

だから「ﾊﾟﾗｷｽ」もちゃっちくなってないように

期待してますぅー。

つーか３日ぶりにご飯食べました。（笑

まひるってｽﾄﾚｽ溜まると全く食べれなくなるか

その逆ですごい食欲わくかのどっちかなの。

最近は前者の方だけどね。

なんか最近は眠くなるのね。

もういいやーってなって眠くなってしまって

寝るﾊﾟﾀｰﾝ多いね。（笑

起きてるとｲﾔなことばかり考えてしまうし。



だからひたすら寝る。

でも腰が痛くなるから限界があるんだけど。（笑

今日もﾎﾝﾄは寝て過ごそうと思ったけど

腰が痛くなると仕事に差し障りが出てくるから

やっぱ外に出ようって思ったんだけど

これが結構いい気分転換出来てて

よかったと思ってる。

つーかさ、蒼井○らさんの話って

仁が冗談ってゆーかｼｬﾚで好きとか言ってたよね???
それ以上のことは何も知らないけど

○らさんのﾌﾞﾛｸﾞ読んだら名前は出てなかったけど

仁との噂、否定してた。

でもまひるの記憶が間違ってなければ

仁と○らさんは会ったことはあるはず。

個人的にじゃないけど。

で、○らさんに仁がﾎﾞﾃﾞｨﾀｯﾁされて仁が喜んでたって

話は聞いたことある。

ﾎﾝﾄかどうかは知らないけどね。

つーか仁もそんな人と噂たっちゃうんだねー。（笑

ある意味おかしいけどね。（笑

ちなみに今、○らさんって「嬢王」ってﾄﾞﾗﾏ出てるんで

興味ある人は見てください。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。
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2005.10.14 Fri ﾉｫｰｰﾝ!!!!!

ﾔﾌﾟﾛｸﾞいじってたらﾒﾝﾃﾅﾝｽに入られた。

ｼｮｰｯｸ!!!!
しかもまひるさんﾛｸﾛｸいじれません。（笑

只今勉強中なのです。

そろそろﾔﾌﾟﾛｸﾞとJUGEMの方、ﾃﾝﾌﾟﾚが飽きてきたので
変えたいなーって思ってるんだけどー。

どうしよーかなぁー。

なんかこの水玉気に入ってるんだよねー。

また次も水玉にしたらｳｻﾞｲよね???
しかも確かまだ９月に変えたばかり。

１１月までに変えようーっと。

ってまひるがするわけじゃたぶんないけど。（笑

じゃ、そろそろみほたん（＠とっつー）にお願いしておこうかな。

でもとりあえず自分でもちょこっとやってみよー。

あ。でも無理くさい。（笑

やっぱり頼もうー。（笑

つーか久々に「ﾁｬｰﾘｰｽﾞｴﾝｼﾞｪﾙ」観た!!!!!
やっぱり面白いわー。

つーかかっこいい。

絶対あーゆうの憧れる。

でも彼女があんな感じで強かったら彼氏はどう思うのかなぁ???
まひるは目がｷﾗｷﾗしてしまうんだけどなー。

それは女目線だから???（笑
頭もいいし、やっぱ蹴りが爽快。

ﾄｲﾚでｷｬﾒﾛﾝ·ﾃﾞｨｱｽが敵の喉に蹴り入れるとことか

やっべーﾏｼﾞステチ〜☆

とか思ってしまうわけですよ。

で、あれのｻﾝﾄﾗってﾌﾟﾛﾃﾞｼﾞｰの方だよね???
ｹﾐｶﾙじゃなかったよね???
違ってます???
あと久々にﾌﾞﾗｰも聴いたし、

音楽にもこだわってる映画って好きなんだよねー。

最近でかっこよかったｻﾝﾄﾗって何だろう???
まひる推しは「ｷﾙ·ﾋﾞﾙ」かなぁー。



誰かかっこいいｻﾝﾄﾗ知ってたら教えてください。

そんなわけで「ｿｳ２」が見たい福原まひるなんですが

でももっそい怖がりです。

かなりのﾋﾞﾋﾞﾘﾏﾝです。

もっと乙女チックなやつが見たいとか言えよなーって

感じだよね。

「この胸いっぱいの愛を」とか。（笑

あ。でもあれ見たい。

ﾀｲﾄﾙ忘れたんだけどｵﾀﾞｼﾞｮｰと栗山千明が出てるやつ。

あれ面白そうじゃない???
え???栗山千明の明ってあってる???
なんか違うような。

違ってたら誰か指摘してください。

なんかもっそいｻｲﾊﾞｰな感じだね。

まひるの趣味って···｡（笑

人格疑われるわー。

ｵﾀﾞｼﾞｮｰの芝居とかすっごい好きでさ、

「あずみ」とか最高なんですけど!!!!
って言ったら変って言われましたけどーぉ。

あー。もうﾎﾝﾄ上戸彩ちゃん大好きなんです。

特にあずみの時と金八の時。

はい。上戸彩さんにかわいさを求めてるわけじゃないんですよ。

かっこよさを求めてるんです。

ﾏｼﾞCOOLでかっこいいー!!!!!!
今の彩ちゃんも好きだけどね。

今は今でぜんぜんありです。

笑顔がかわいいもーん。（胸ｷｭﾝ。

あと高校教師の時もｷｭﾝ死した。（笑

あれのふじっきーとの関係好きだったなぁー。

ふじっきーがいつにも増して男前に見えた。

いや、ふじっきーはいつも男前ですけどね。（笑

あー。でもまひるは断然押尾学派なんですけども。

押尾学、田中聖、城崎仁、森田剛。

この４人って顔のﾀｲﾌﾟ一緒だよね???
城崎さんなんてどっから見ても森田剛くんじゃないですかー???
つーかつーか赤西仁の銀髪と田中聖の短髪はありなの???



なんかｽｰﾊﾟｰｻｲﾔ人みたいじゃね???（失礼
あー。懐かしい。

昔の自担がｿﾛﾀﾞﾝｽ部分で相方とﾌｭｰｼﾞｮﾝしたっけなー。

あれはﾏｼﾞｳｹた。

かわいかった!!!!!
あれがわかったのはそうそういないはず。

所詮ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙｦﾀだからね。

うちのｵﾄﾝでさえ、魔人ﾌﾞｩとかﾌﾘｰｻﾞとか知ってるもん。

あー。今度、友達んちに入り浸ってﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙのｵﾘｼﾞﾅﾙDVDでも
作ろうー。（完璧ｦﾀｸじゃん

長くなってくだらなくなってきたのでこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。

ｺﾒﾚｽ

陸さん（＠忠義） 陸さん（＠忠義）
初めまして。

こんばんわ。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

いやいや、同担の方からのｺﾒﾝﾄって

特別うれしいですね。

そ、そんな。尊敬なんてもったいないお言葉。

ただのくだらないｦﾀﾌﾞﾛｸﾞ書きですよ。（笑

でもまた遊びに来ていただけたらうれしいです。

まひるも陸さんのとこ遊びに行かせていただきますねー。

蒼井○らさん、ちょっとｷﾚぎみでしたよね???（笑
別にｷﾚることでもないのになぁーって

思ったんですけど。

なんか嫌がらせを受けてるんでしたっけ???
それで一般人に知名度上がったぐらいの心の広さを

求めますねー。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


AV界ではかなり有名だったんですかねー???
まひるはぜんぜん知らなかったってゆーか

仁くんが口にしてるの知ってて知ったぐらいで。

あー。やっぱり眠くなりますか???
まひるもです。

現実逃避完璧してますね。（笑

仕事終わって帰ってきてご飯もお風呂も入らずに

寝ます。

精神的に病んでる時は。

それじゃ、また遊びに来てくださいー。

まひるも遊びに行きますねー。



2005.10.15 Sat ﾈｯﾄが重たい。

久々にﾈｯﾄが重たいよー。

ﾔﾌﾟﾛｸﾞ書いたら消えたし。（撲殺

そんなわけで今日は珍しくJUGEMから書こうと思います。

えー。昨日あれからﾔﾌﾟﾛｸﾞいじったんですよ。

で、まぁ、ﾘﾇしました。

でもｵﾘｼﾞﾅﾙのﾃﾝﾌﾟﾚではないので

たぶんまたすぐ変えてしまうと思います。

こっちの方はみほたん（＠とっつー）に頼みました。

あ。なんかね、昨日ね。

あ。これ書くと絶対変態かもだけど

今年のｼﾞｭﾆｱｶﾚﾝﾀﾞｰがもう３ヶ月ぐらい

V.WESTの上半身裸のやつなんですよ。
あれもっそい好きなんです。

かんなり忠義萌え〜!!!!ですよ。
あの程よい肉付きといい

もっそい妄想入っちゃうんですけど。（笑

なんの妄想だよ。

いや、やっぱあれですよ。あれ。

忠義熊ですよ。
忠義熊を妄想してﾆﾔﾆﾔしてるかんなり変態の

福原まひるです。

つーかみんな絶対やるべ???
妄想するべ???
いや、別にﾘｱﾙに想像はしないけど

腕ﾏｸﾗしてもらってるとことかさー。（笑

あ。ﾔﾍﾞ。今ちょっとにやけた。（笑

そうゆうのは誰でも想像するべ???
なんかちょっとお腹の辺り触ってみたいなーとか思うべ???
つーか変態をそんな熱く語ってどうする。

忠義の触ってみたいとこ。

うーん。やっぱお尻は確実にｹﾞｯﾄしたいね。（笑

あと手とお腹とほっぺとｵﾃﾞｺ。



この５つは死守したいわ。

お尻はいいよねー。

忠義のちょっとﾌﾟﾘっとした感じ。

小尻が好きなんだけどあんまりお尻のない人も

ｲﾔなんだよねー。

忠義みたくちょっとﾌﾟﾘっとしてるのが最高。

あ。野ﾌﾞﾀ。面白かった。

なんかあの野ﾌﾞﾀ役の子すげぇな。

第一印象貞子かと思った。

あー。でも中学の時、あーゆう子確かにいた。

髪の毛ﾎﾞｻﾎﾞｻでいつも下うつむいてて。

いじめる方ももちろん悪いけど

いじめられる方にも原因がある場合もあるよね。

まひるの中学の時いた子はいじめられてはなかったけど

でもやっぱ嫌われてはいたよね。

やっぱ人って印象って大事だし、

どうせなら少しでも可愛くとかきれいにとか

見られた方がいいじゃん。

だから野ﾌﾞﾀ。はﾎﾝﾄためになるお話かなぁーって思う。

自分の努力でどうにもならない部分もあるけど

努力でなんとかｶﾊﾞｰできるんだったら

少しでも可愛く、きれいに見えるようにはしたいな

ってまひるだって思うよー。（笑

なんかやっぱ見た目だけじゃなくもちろん中身も

磨かなきゃって思うけど

見た目だって努力してるとしてないじゃ

全然違うじゃん???
明らかに努力してないなーって子が

自分のﾌｧﾝだったらﾀﾚﾝﾄさんだってやっぱちょっと

悲しいって思うと思うし。

ぶっちゃけちょっとでも可愛い子が自分のﾌｧﾝだったら

うれしいわけでしょ???
だったら頑張ってるなってゆう努力は

認めてもらいたいもんね。

そんなわけで散々語りましたがまひるさん、

みんなが想像する程可愛くはありません。



きれいでもありません。

でも努力はしてます。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。

ｺﾒﾚｽ

ありさ（＠ﾋﾟﾛｷ）

来夢（＠赤堂） ありさ（＠ﾋﾟﾛｷ）
ありさ、おひさー。

そうだよな。そうだよな。

やっぱﾋﾟﾛｷに会いたいよね。

夏に会ったばっかりだけどまひるだって忠義に

会いたいぐらいだもん。

そりゃ、のたうちまわるぐらい会いたいに決まってるよね。

ふむふむ。「LOVE　IS　YOU」ね。
ﾁｪｯｸしておく。

なんか切ないよねー。

ﾋﾟﾛｷがいないのにどんどんｽｹｼﾞｭｰﾙが決まっていってさ。

１番焦ってるのは本人だと思うけど

でもたぶん春ぐらいまでは動きなさそうだよね。

まひるもﾋﾟﾛｷのことを忘れたことなんて一瞬もないから。

いつでもﾋﾟﾛｷは一緒だと思ってるから。

全然。NEWSの話でも全然かまわないよー。
まひるもNEWS好きだから。
いつでも話聞くから。

頑張ろうね。

来夢（＠赤堂）

お久しぶり〜。

あ。今、赤堂担なんだ???
ｳｿ!!!!!
まひる、上戸さんと剛つんが付き合ってるって
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知ってうれしかったんだけど。（笑

思わずﾌﾗｲﾃﾞｰ買っちゃったし。

あれはいろいろもめたらしいよ。

詳しくは書けないけど。

「あずみ」好きー。

基本的にｸﾞﾛｲの好きなんだよね。

ﾎﾗｰとかはﾀﾞﾒなんだけどｱｸｼｮﾝ系とか人がﾊﾞｯｻﾊﾞｯｻ切られたり

打たれたりするのはすごく好きです。

なんだろーね。

これって実はどSだったりとかするのかな。（笑
また遊びに来てねー。



2005.10.16 Sun それでもあなたが好き。

おいーっす!!!!
大倉担まひるでっす。

なんか昨日、夜中に「あぶない刑事」がやってて

見たんですよー。

結構面白くて舘ひろしさんとか柴田恭兵さんとか

まだ若くて渋いんだなぁー。

って思って見てたら今日、ﾘｱﾙに「おしゃれｲｽﾞﾑ」に

舘ひろしさん出てて興味津々で見てたんですよ。

何が１番面白かったかって

舘ひろし、初ｺﾝﾋﾞﾆ!!!!!!
お金も払ってないのにもっそい袋とか開けて

もそもそ食べてるんですよ。

自由人だ!!!!!ﾌﾘｰﾏﾝだ!!!!!
さすが石原ﾌﾟﾛは違うね。（笑

あとね、撮影に行く前は家でｼｬﾜｰしてﾊﾞｽﾛｰﾌﾞのまま

ﾉｰﾊﾟﾝで車に乗る!!!!!（笑
ちなみにﾊﾟﾝﾂはﾎﾟｹｯﾄの中らしい。（爆笑

でも家の中では靴を履いてるらしい。

ﾊﾟﾝﾂははいてないのに靴を履いてるって!!!!!（笑

どんな変態ですか????
ﾏｼﾞあーゆう方達の生活は一般人には

理解できません。（笑

いや、でも面白かったけどね。（笑

ちょっと久々にＴＶを前のめりになって見ました。（笑

石原軍団恐るべし。

あー。絶対国技館のｲﾍﾞﾝﾄ行って

生舘ひろしを見てみたいものですなぁー。

つーかまた妙な話聞いて

ｷｰｯｯ!!!!!
ってなってるまひるです。

ﾏｼﾞだったらちょっとｲﾔかも。

ｲﾔってゆーか引く。



ま、人間何が真実で何がｳｿかなんて本人にしか

わからないことですけどねー。

別にいいんです。

まひるは忠義のこと信じてるし、

目に余る行為があったら

そりゃこの場でちょこっと書いちゃいますけど。（笑

ぶっちゃければまひるが勝手に

理想の忠義像を作ってはいけないんですよ。

忠義だって人間だから過ちやﾊﾒをはずす時も

あるわけですよ。

それをこんなの忠義じゃないみたいに否定したら

いけないなって話なんですよ。

忠義のすべてを見てそれでも好きと言える人に

なるのがまひるの理想なので。

だってもし自分が忠義の立場だったらｲﾔだもん。

勝手にまひる像とか作られてちょっと違うこと

言ったらそんなのまひるじゃないとか

言われたらやっぱまひるの一部しか見てくれて

ないのかなぁーって軽く凹むし。

だからきっと忠義も同じ気持ちなんだと思う。

だから何かちょっとうわさが立つと

ｲﾔだとかそんなの違うとかそうゆう見方は

したくはない。

でも間違ってたら間違ってると教えてあげたいとは

思うけど。

ってまひるも人様の行動にとやかく言える程

偉くもなんともないんですけどね。（笑

ただの押し付け愛です。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。

ｺﾒﾚｽ

陸さん（＠忠義）
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来夢（＠赤堂） 陸さん（＠忠義）
こんばんﾜﾝﾂｰ。

いやー。そうなんですか???
前から見てくださってたんですか???
嬉しいですね。

いえいえ、ただの変態ﾌﾞﾛｸﾞ書きです。（笑

尊敬とか言われるとﾃﾚちゃいますねー。

でも同担に褒められるのが１番嬉しいですね。

ＡＶとか昔は某ﾋﾞﾃﾞｵﾚﾝﾀﾙ店でﾊﾞｲﾄしてたことが

あるのでその頃はもっそい詳しかったですけど

最近の人とかはさっぱりわからないですねー。

まひるも現実逃避なんだろーな。

ｲﾔなことあるともっそい眠くなるもんなー。

たぶんそれが出来なかった時には

自分が壊れてしまうのかもしれないですね。

だから現実逃避出来る時はした方がいいのかも。（笑

来夢（＠赤堂）

え???ﾏｼﾞで???
野ﾌﾞﾀ。結構まひるは好きだったよ。

原作早く読みたいなーって思ってるんだけど

でもﾄﾞﾗﾏ見始めちゃったから

ﾄﾞﾗﾏ終わってから見ようかなーとか思ってて。

原作は信太って男の子をﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽなんでしょ???
でも女の子ﾊﾞｰｼﾞｮﾝもありかな???とか
勝手に思ったりして。（笑

あ。まひるも基本的には平和主義者なんだけど

その反動みたいなものかなぁー。

それで「あずみ」みたいなやつとか見たくなるの。

実際は争いとかは嫌いだし、

重たい話も嫌い。

まひるも絶叫ﾏｼｰﾝとかお化け屋敷とかまったくﾀﾞﾒだよー。

いや、まひるはﾄﾞＭだよ。

しかもかなりの。（笑

でも最近ちょっとＳっけもあることに気づいてみた。（笑



2005.10.17 Mon どんなに愛しても。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけども。

どんなに愛しても相手に伝わらない愛。

まひるの愛はそんなものかもしれない。

でも全然不満があるわけでもなくて

そりゃ、生身の忠義にまひるのこの気持ちを

伝えることが出来たらどんなに嬉しいだろうか。

でも自己満でもここに記録として残せることで

結構満足している。

ここはまひるの気持ちをそのまま文字にしたもの。

今、思ってること感じてることすべてを残していくつもりだ。

忠義に伝わらなくてもいいじゃない。

まひるが忠義を想う気持ちが大事なんだよ。

今、こうして忠義のことを考える時間が大切なんだよ。

所詮大勢の中の１人でしかないわけで

それでも好きなんだよ。

そんなこと承知で愛していると言える。

大倉忠義一個人として何かひとつでも

見たことがあっただろうか。

いや、何一つない。

でも∞ﾚﾝｼﾞｬｰで見せる優しくて仲間思いで
楽しくてエロで一生懸命でいろんなこと考えてる

大倉忠義だってﾘｱﾙな大倉忠義じゃん。

その忠義を愛していけばいい。

まひるの知らない忠義だってたくさんある。

でもそれはそれ。

たぶんそんな忠義を知ってもまひるはそれでも

忠義を愛していると言い切れる自信がある。

昨日も書いたけど理想像だけは作りたくないとは思う。

大倉忠義をこうゆう人だってゆう決め付けだけは

したくなくて。

だから忠義も自由に仕事してほしいと思ってるし、

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄも楽しく過ごしてほしいと思う。

目に余る行為はまひるさん、地獄耳なので



ﾊﾞﾝﾊﾞﾝ入ってくるんで、

忠義さん、気をつけておくんなまし。（笑

ま、ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄなことなので

こうゆう場で書くこともないと思うんですけど。

まひるが忠義のことを忠義と呼ぶようになったのは

つい最近のこと。

うーん。それでもたぶん４〜５ヶ月ぐらいは経ってるかな。

１番最初はたっちょんって呼んでた。

もう５年ぐらい前かなー???
その時から忠義のことを意識してみるようになって

それからはたっちょんって呼んでた。

担当になってからもずっとたっちょんって呼んでた。

でもなんだろうなー。

あだ名で呼ぶことに抵抗を感じるようになったのは。

たまにたつよしとかたっくんとかたっちょんとか言うけど

でもやっぱりｶﾞﾁﾝｺだなって思ったのね。

本気で好きならあだ名で呼ぶってなんか違うかもって

思ったのね。

それはたぶん人それぞれの考え方だから

自担のことを何と呼ぼうと自由だと思うのね。

なんか章大の言うこととたぶん同じだと思うんだけど

なんか寂しいんだよね。

あだ名とか苗字で呼ぶってことに対して。

でもまひるは自分のｻｲﾄ以外（空のとこは別として）で

忠義のことは

決して忠義とは呼ばない。

たっちょんって呼ぶようにしている。

なぜならまひるの彼氏でもなければ

友達でもないわけで

みんなの忠義だから特別な呼び方はしないって

決めてるんだ。

やっぱ反感はかいたくないし。

みんなの大倉忠義だから自分のものみたくは

呼びたくないんだよね。

そこがまひるのこだわり。

ま、自分のﾌﾞﾛｸﾞだけは好きに呼ばせてください。



あ。そういや、もうすぐヨコのｼﾞｬﾆWebの生い立ちｼﾘｰｽﾞに
ついて投票出きるんだよね???
うーん。実はまだ決めてないんだよねー。

なんか読みたいような新しい話始めて欲しいような。

みんなはどっちに投票???
ﾄﾞｷﾄﾞｷするなぁー。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。
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2005.10.18 Tue 当たった!!!!!

いやー。当たりましたよ。

何がって。

「生きる２００５　ＩＮ　国技館」
ですよ。

なめくさってﾊｶﾞｷ３枚しか出さなかったけど

自分のやつすっごいたくさん生きることについて

熱く語ったんですわ。（笑

そしたら自分の名前で出したやつが当たりました。

あれってやっぱ「ご意見」のとこの文章が

かなり重要っぽいよねって勝手に思ってみた。

とりあえず年内に忠義に会えるらしい。（ﾑﾌﾌ

あ。あとは空（＠章大）が当たらないとﾀﾞﾒだけど。

なんてったって「石原ﾌﾟﾛ特別協力」だからね。

待ってろよ。舘ひろし!!!!!（笑
どこにﾎﾟｲﾝﾂを置いてるんだって話。（笑

エイトだろ。エイト。

なぜに石原軍団にﾎﾟｲﾝﾂを置く。

今、ﾏｲﾌﾞｰﾑだから。

舘ひろしが。（笑

そんなわけでもうお仕事はお休み取ってありまする。

改めまして

待ってろよ。大倉忠義!!!!
関ジャニ∞!!!!!
ま、いいや。年内の運使い果たしたって感じだけど。

来年また運が戻ってくれば。

あ。そうだ。

今日やっと「劇団演技者」放送だよねー。

長かった。

前回やってからかなり間があいたよね???
なんかもう内容ちょっと忘れてるもん。

今日、早く寝ようかと思ったけど

それ見てから寝るわー。



ｼｹﾞたん。（ﾑﾌ

ﾃｺﾞﾘﾝ。（ﾑﾌ

じゃ、今回はこれにて。

また追記書けたら書くねー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。
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2005.10.19 Wed ｶﾓﾌﾗなんていらね。

ﾀｲﾄﾙ、まんまです。

ｶﾓﾌﾗなんていらないんです。

大倉忠義さん!!!!
別にいいんですけど。

でもｳｿつく必要性なんてどこにもないし、

別に隠すことでもなんでもないと思うんですけど。

つーかｶﾓﾌﾗとかされた方がﾑｶﾂｸし。

そんなに真実知ってｼｮｯｸ受ける程、子供じゃないから。

そんな薄っぺらい気持ちで大倉担なんて

名乗ってないし。

もっとﾌｧﾝを信用して欲しい。

ｶﾓﾌﾗされる方が悲しいから。

別に黙ってればいいことだし、あえてそこに触れなくても

いいんじゃないの???
あなたは何がしたいの???

今日、何も書くことが浮かばないんですけど!!!!!
なんか頭の中ｸﾞﾙﾝｸﾞﾙﾝしてる。（笑

忠義に会いたい···｡

何があっても忠義を好きと言える人でありたい。

ｺﾒﾚｽお休みします。

ためててｺﾞﾒﾝなさい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。
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2005.10.20 Thu 久々にやりますか???（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけども。

今日は相方の空（＠章大）とご飯食べてましたー。

さっき帰ってきたばっかです。

空にも「ｸﾏ出来てるよ。」って言われたんだけど

ﾏｼﾞもっそい眠くてね。

起きたのが１２時だったんだけど

たぶん寝たのは２時か３時ぐらいだったから

結構寝てるはずなんだけど

ﾏｼﾞ眠かったんだって!!!!!
でま、ｾ○ｰｽ事情で爆笑してまして。（笑

なんかもう凹むどころか開き直りですよ。

あー。楽しいなぁー。

あ。じゃ、久々にやります。

勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ。

渋谷すばる様

えぇー。すばるさん、それで終わりですか???
つーか企画がもっそい気になる。

楽しみにしてるんでお早めの披露をお願いします。

あーぁ。すばるさん、ﾉﾘﾉﾘだわ。（笑

内博貴様

こんばんﾜﾝﾂｰ。

お元気ですか???
まひるは毎日ﾊﾞｶみたく笑って生きています。

だからﾋﾟﾛｷもたくさん笑って１日１日を

生きてください。

焦ってしまうかもしれないけど



でもﾋﾟﾛｷの場所はちゃんとみんなが守ってくれているから

安心してください。

錦戸亮様

あ。最初なんのことか全然わからなかったんだけど

ﾊﾟｸﾘｼﾘｰｽﾞなのね。（笑

で、今回はヨコのﾊﾟｸﾘで生い立ちなんだ???
あー。納得。

仮面ﾗｲﾀﾞｰのﾍﾙﾒｯﾄで思い出したんだけど

まひるが胃潰瘍で入院した時に（高校の時

ﾊﾞｲﾄ仲間がお見舞いに来てくれたんだけど

ﾊﾟｰﾏﾝのﾍﾙﾒｯﾄかぶって入ってきた。（笑

で、お見舞いにﾍﾟﾃﾞｨｸﾞﾘｰﾁｬﾑを持ってきてくれた。

男子、３人だったんだけどね。

殺す!!!!って思ったね。（笑

丸山隆平様

あー。まひるもﾀﾞ·ｳﾞｨﾝﾁの絵とｺﾞｯﾎの絵が好きです。

絵のことはまひるも全然詳しくないんだけど

やっぱ何か感じるものとかあるじゃん???
愛情とか熱意とか寂しさとかいろいろ。

で、まひるも静物とか風景が好きかなぁー。

なんかじーっと物を見つめてること好きなんですよ。

時の流れとかいろんな物乗り越えてみるのが

好きです。

笑うことってすごく好き。

空（＠章大）と一緒にいるといつも笑ってる。

素直に笑えるってすばらしいね。

素直に泣けなくてもきっと乗り越えていける時がくると思う。

安田章大様

まひるも兄ちゃんの結婚式の時泣いたなぁー。

兄ちゃんが挨拶した時にまひるはある程度の

家庭の事情を知っていてそれですごく兄ちゃんは



頑張ったんだなぁーって思って

まひるにも優しくしてくれたし、

兄ちゃん、幸せになってね。って思った。

だから章大の今の気持ちすごくわかるよ。

大倉忠義様

忠義の思う気持ちすごくわかるよ。

まひるもこのﾌﾞﾛｸﾞを書くのにすごく一生懸命で

２時間ぐらい悩んだりする時もあれば

１０分ぐらいでｽﾗｽﾗっと書ける時あるから。

でもまひるはまだまだ書き尽くした感もなく

まだまだ忠義のことエイトのことたくさん

書きたいなぁーって思ってるよ。

忠義と一緒に進歩していきたいって思ってるから

だから終わりはないのです。

まひるの果てしない道のりはまだまだ続くのです。

そしてまったく持って忠義の今回言ってることを

まひるも思っています。

感じています。

まひるはただの変態ﾌﾞﾛｸﾞ書きだけど

それでも自分こと少しでも知ってもらえたらいいなー

って思うし、

忠義のことも語っていけたらいいなーって思ってます。

もちろん。

ﾋｰﾛｰがいつまでもﾋｰﾛｰでいられるように

支えていくつもりなので

忠義、これからもﾖﾛｼｸね。

あー。大倉忠義くん、ｻﾌﾞｲよ。（笑
ｸﾘちゃんとかﾊﾟﾝﾃｨｰとかやめなはれ。

うえにﾉってとか言うなー。

汗かいて幸せな気分になれるとか言うなー。

恥ずかしいくらい声だしてとか言うなー。

殺すよ。（笑
軽く下ﾈﾀを通し続けないでください。（笑

はい。はい。だからｶﾗｵｹＢＯＸなんでしょ???（爆笑



あー。今日このﾈﾀで何回笑ったんだろ。

すいません。自己満で。（笑

村上信五様

まひるの周りで結婚してる人ってまだ少ないかなぁー。

でも結婚式にはたぶん結構出てる方かも。

３、４回ぐらいは出てる。

結婚式って出ると結婚っていいなぁーって思うよね。

まひるも結婚してもお互い仕事は続けていきたいなぁー

って思ってるけど

でも旦那さんになる人が仕事辞めてって言ったら

たぶん普通に主婦になって家を守ると思う。

なんか奥さんが職を持ってヒナのように

お互いの意見を交わせるってのも理想だと

思うけどでも子供が小さいうちは出来るだけ

家にいてちゃんと「おかえり」って笑顔で迎えて

あげることが出来たらいいなーって思ってるんだよね。

それは村上さん、どうでしょう???（笑

横山裕様

あ。久々に生い立ちｼﾘｰｽﾞ面白かった。（笑

なんか緒方くんが振られた理由とかﾏｼﾞ笑った。

あー。でもヨコが振られた理由も知りたかったわー。

あ。じゃ、ヨコにひとつ言っておくと

滝沢連合も面白いけど

「小山慶一郎のﾒﾝ愛」も面白いから。

ぜひﾊﾟｸって欲しいなぁー。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。

ｺﾒﾚｽ
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祥子さん（＠忠義）

サイコ（＠忠義）

ありさ（＠博貴）

みほ（＠祥太） 祥子さん（＠忠義）
初めまして。

こんばんわ。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

あ。じゃ、ｻｲﾄの方今度遊びに行かせていただきますね。

あと、こんなことを言うのもなんなんですが

やっぱりどこのｻｲﾄさんにｺﾒﾝﾄ残す時でも

いきなりﾀﾒ語はやめた方がいいと思いますよ。

偉そうでｺﾞﾒﾝなさい。

サイコ（＠忠義）

じゃ、早速呼びﾀﾒでいくねー。

サイコもまひるって呼んでくれて全然ＯＫなんで。

サイコってまひるの３つのﾌﾞﾛｸﾞ読んでくれてるんだ???
ﾏｼﾞびっくしした。

ここ２つはﾘﾝｸがお互いに貼ってあるから

両方は見れると思うんだけど

３つ目は１箇所にしかﾘﾝｸ貼ってないからさ。

ま、大倉まゆらの名前で検索すれば出てくるけど。

でももっそい嬉しい!!!!!
ﾎﾝﾄに。

ありがとう。

これからもﾖﾛｼｸね。

ありさ（＠博貴）

うん。生きる２００５当たったんだよー。

ﾏｼﾞびっくりした。

しかも当選ﾊｶﾞｷ届いたの早かったし。

たっちょんに会いに行けるぅー。

ﾏｼﾞ嬉しいんですけどぉー!!!!!
今回はｸﾘﾊﾟもﾄﾞﾘﾎﾞも行けないから

行ける時にエイト見ておきたいってゆーか。

あ。４月にﾋﾟﾛｷ見れたんだ???



まひるは行ったのが５月だったからもうﾋﾟﾛｷが

入院した後だったんだよねー。

だから今年１回もﾋﾟﾛｷ見ないまま終わってしまうんだろうな−
ってもっそい寂しいよー。

うん。これからもeighter同士励ましあって頑張ろうね。
了解。

「ＬＯＶＥ　ＩＮ　ＹＯＵ」ね。

ちなみにそれってｶﾊﾞｰ曲か何か???

みほ（＠祥太）

ﾃﾝﾌﾟﾚ変更ありがとう。

やっぱりみほのｾﾝｽ好きだわー。

すっごく気に入った。

なんかﾁｮｺﾐﾝﾄみたいで可愛いよー。

またしばらくこれで頑張れそうです。

また改めて御礼に伺います。

ﾎﾝﾄにありがとう。



2005.10.21 Fri 言葉の重み。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるでっす。

あなたは恋人に毎日好きと言ってもらわないと

不安になる人ですか???
まひるは全然平気な人です。

でも「好き???」って聞いたら「好き。」って
言ってもらいたいです。

なんか毎日聞いてもないのに「好き」とか

言われると逆に不安になる。

浮気してるんじゃないのかとか···｡

なんか友達は毎日好きって言ってもらわないと

ｲﾔなんだって。

ｷﾓｲ。

彼氏の顔を知ってるだけにｷﾓｲ。

つーか友達がそんなﾀｲﾌﾟだったことも意外なんですが。

まひるも自分からそんなに好きとか言うﾀｲﾌﾟじゃないし。

あ。でも忠義だったらわかんないけど。

ﾍﾞｯﾀﾍﾞﾀに甘えて「好きー。」とか

言っちゃうかもだけど。（笑

まひるさんもそんなｷｬﾗでしたっけ???（笑
でもたぶん「愛してる」とかはたまにしか言わないと思う。

やっぱ好きと愛してるって重みが違うよね???
好きってさ、声が好きとか顔が好きとか

外見とか部分部分だけでも

好きって言えちゃうでしょ???
でも愛してるは内面も全部含めた言葉だと思う。

性格も全部含めてそこで初めて愛してると

言えるんだと思う。

まひるはもちろん忠義のことは愛してるけど

でもきっとまだ１００％の愛してるじゃないんだよ。

だってまひるの知らない部分まだきっとたくさん

あると思うし、

だからまだ７０％ぐらいの愛してるかな。（笑



いつか１００％の愛してるになれたらいいなぁー。

ま、夢のまた夢かな。

それでも出きるだけ１００％に近づきたい。

忠義のことを少しでも理解したい。

知りたい。

凹むようなこと聞いちゃっても今なら笑って

それでも好きだから、愛してるから。

って言える気がする。

優しいあなたが好き。

穏やかに微笑むあなたが好き。

でも時々見せるだらしのない部分も今なら好きって言える。

昨日まではどんなだよ!!!!
って思ってたけど

今なら笑って「うん。それでも好きだよ。」

って言えちゃう。

ちょっと天然か計算かわからないとこも好き。

ちょっと可愛い子ぶってしまうあなたが好き。

そして愛してる。

まひるの世界は忠義中心に回ってる。

忠義が落ち込んでる時はなぐさめ、励まし、

忠義が笑ってる時は一緒に笑う。

忠義と共に成長し、共に生きよう。

忠義、痩せたよね???
無理してないですか???
美味しいものはたくさん食べてますか???
まひるはﾌﾟｸﾌﾟｸしても

美味しそうに食べてる姿が見たいです。

全然ﾋﾞｽﾞ関係ないっすから!!!!!（笑

大好きだよ。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらポチっとﾖﾛﾋﾟｺ。

ｺﾒﾚｽ

乃華（＠ﾋﾟﾛｷ） 乃華（＠ﾋﾟﾛｷ）

おひさしぶりー。

そっか復活したんだ???
良かった〜。

部活とか大変そうだね。

あんまり無理しないようにね。

また遊びに行くねー。
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2005.10.22 Sat ｷｭﾝ死。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるでっす。

今日、道を歩いていたら小学生に

「よろしくだっちゃ。」って言われました。（爆笑

山下智久さん、だいぶ浸透してるようですよ。（笑

ﾏｼﾞびっくししたから!!!!
ｦﾀがﾊﾞﾚたのかと思ったわー。

ちなみに全然知らない小学生です。

「よろしくできないだっちゃ。」（笑

そんなわけで本日も野ﾌﾞﾀ。ｱﾎだなぁーって思って

見てました。

なんかでもいつも最後の方に入る

亀ちゃんのﾅﾚｰｼｮﾝがもっそいｼﾘｱｽなんだよねー。

何事かと思うよ。

と今日思ってみた。（笑

でもﾎﾝﾄにこれからもずううっと背中に「ﾌﾞｽ」って

書かれたまんま学校に行くのかなぁー。

あり得ねー。

でも髪切ったけど結局いつも下うつむいてるから

あんまり変わってないってゆーね。

なんかそのうちｷｬﾗ崩壊しないのかなぁー。

そっちの方が楽しみだなぁー。

あとね、昨日の「花より男子」。

小栗かっこよすぎ!!!!!
ｷｭﾝ死するかと思った。

あー。やっぱ、小栗好きだなぁー。

ﾏｼﾞかっこいい!!!!!
ｷｭﾝ死したいわー。

あとは全然興味もわかなかったってゆーね。（笑

松潤の役に忠実な髪型もどうかと思ったけどね。（笑

そういや、「花より男子」って田口淳之介さんが



好きな漫画だよね。

前にそんな話を聞いたことがある。

ひっそりこっそりお姉ちゃんから借りて読んでたんだって。

じゃ、たぶんﾄﾞﾗﾏも見ちゃってるよね???（笑

あー。大倉忠義さんもﾄﾞﾗﾏの話とか来ないかなぁー。

とかのんきなこと言ってていざﾄﾞﾗﾏの話とか

来ると必要以上にﾃﾝﾊﾟるんだけどね。

いろんなこと想像しちゃって。（笑

もうね、たぶん錦戸亮が２ｸｰﾙ連続で経験しちゃってる

女の子とﾁｬﾘ２ｹﾂとかもうそれだけでぶっ倒れるかも。

だって仁が去年のｸﾘﾄﾞﾗで深ｷｮﾝとﾊﾞｲｸ２ｹﾂしたのを

雑誌でﾁﾗ見しただけで息が止まるかと思ったもん。

だから絶対忠義だったらぶっ倒れるね。

だってまだ亮ちゃんでさえもちょっと倒れそうに

なるもん。

ｷｭﾝ死する!!!!!

あー。もうﾎﾝﾄ昨日はｷｭﾝ死祭でさ、（笑

ﾊﾆｶﾐ見てご興味のないもこみちなんかにｷｭﾝ死

しそうだった。

あれですよ。あれ。

ﾀｷｼｰﾄﾞですよ。

黒のﾀｷｼｰﾄﾞがもっそいかっこよかったんだって!!!!!
背が高いから似合うんだよねー。

ﾀｷｼｰﾄﾞが。

そんなんで絶対大倉忠義のﾀｷｼｰﾄﾞと袴の両ﾊﾟﾀｰﾝが

見てみたいと勝手に想像してみた。

つーか今度の成人式っていつ???
忠義、ﾄﾞﾘﾎﾞとかで欠席とか???
ちょっとｶﾚﾝﾀﾞｰがないからわからないんだけど

絶対行きたいとか思ってるんですけど!!!!!
でも山下とか淳之とかもそうだよね???
ﾊｾも聖もだっけ???
確か８５年生まれって多い気がするんだけど。



山下とか淳之とか忠義とかそろってしまった日にゃ

福原まひるさん、ｳﾊｳﾊですよ。

きっとずっとﾆﾔﾆﾔほくそ笑んでしまうんだろうな。

最近ﾎﾝﾄ困るんですよー。

仕事中に忠義のこと思い出して一人でにやけてる

自分にﾊｯって気がついて

誰にも見られてないかなぁーとか確認しちゃうの。

もっそいﾔﾊﾞｸね???

本物の変態じゃん!!!!!（笑

あー。大倉忠義でｷｭﾝ死したい。

PS　ﾋﾅちゃん早くにきび治るといいね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。

ｺﾒﾚｽ

陸さん（＠忠義）

来夢（＠赤堂） 陸さん（＠忠義）
ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

後で陸さんのﾌﾞﾛｸﾞ読ませていただきますねー。

やっぱ１人でも同じこと思ってる人が

いてくれるってうれしいことですよね。

また遊びに来てくださいね。

来夢（＠赤堂）

来夢の場合っていつも好きって言ってくれる人じゃないと

ﾀﾞﾒなんだ???

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


なんかまひるはそれってｷｻﾞじゃない???とかって
思っちゃうんだよねー。（笑

自然のなりゆきで「好き」って

言ってもらえるんだったらうれしいけど

なんもなくても「好き」とか言われると逆に不安になる。

まひるって案外ｼｬｲなんですよ。（笑

だからたぶん言われるのも言うのも

恥ずかしいんじゃないかなぁー。

うんうん。

好きな人のことって自分が１番知っていたいって思うよね。

１番の理解者でありたいって思うよね。

そんなの結局彼女になってみて

それでもなれるかどうか難しい問題だよね。

まひるも忠義のよき理解者になれたらいいなぁー。



2005.10.23 Sun 関西ｼﾞｭﾆｱ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけども。

今日、お仕事だった方、部活だった方、

お休みだった方、

おつかめさまです。

もちろんまひるはお仕事だっちゃ。（汚染されてる

なんかね、一時期仕事もっそい辞めたいなーって

思った時期があったのね。

でもそれを通り越したら別に普通だね。（笑

嫌いな人もいて不愉快に思う時もあるけど

別にまーいっか。って感じ。

なんか悟った感じ。（笑

でも１度ｷﾚてやりたいとは思うけど。（笑

まひるが黙って仕事してるから言いたい放題やりたい放題だけど

いつか絶対文句言ってやろうと思ってるし。

ちなみにまひるさん、みんなが思ってる程

おとなしくもないし、温厚な人間でもないんで。（笑

言うときゃ言うよ。

あーぁ。今日でｸﾘﾊﾟのｴﾝﾄﾘｰ終わりだね。

もっそい電話したくてｳｽﾞｳｽﾞしています。

さっきも用紙眺めてため息ついてた。

なんか今は結構忠義見ること出来てるから

我慢出来るよーとか思ってるけど

やっぱ、いざ１２月、１月になったら

我慢出来るのかなぁー。

なんかとりあえず来月携帯を機種変しようと思ってて

それで気分転換かなぁー。

やっと欲しい携帯も定まったしね。

赤の携帯から脱出しますぅー。

この携帯結構気に入ってたんだよなー。

でももう絶対近々壊れるよ。



一応ﾃﾞｰﾀ保存はしたんだけど。

あと１週間頑張ってね。

携帯ちゃん。

今日は何の話しようかなぁー。

最近忠義の話ばっかしてたからたまには

違う話もしようかな。

そもそもまひるが関西ｼﾞｭﾆｱに興味を持ち出したのが

もっそい前になるんだけど

北○純○くんが好きだったのね。

９７年とかそんな感じ???
北○くんとか田○くんとか野○くんとかと

３馬鹿がｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟされてた頃かな。

相葉担か北○担かもっそい悩んで

結局相葉担になったんだけど

そんなわけでもちろん忠義が事務所に入ったことも

雑誌でへぇーなんて思ってみてたわけで。（笑

でもそのうち北○くん達が事務所辞めて

で、３馬鹿がﾒｲﾝっぽくなった感じなのかな。

なんか「大倉忠義」ってゆー名前はもっそい覚えてる。

でも全然当時は興味もなくてさ。（忠義ｺﾞﾒﾝね。

だってさ、当時まひるは１４歳。

忠義、１２歳。

中学生が小学生なんて好きになりません。（笑

今ぐらい大人になっちゃうと２歳の差ってあんまり感じないけど

中学生と小学生だったらやっぱ２つの年の差は

大きいよ。

やっぱそのぐらいの年齢って年上に憧れるじゃん???
だからやっぱ北○くんとか相葉ちゃんとか

だったのかもね。

相葉ちゃんって言えばさ、当時、ヨコから

「かっぺ」ってあだ名を頂戴しててさ。（笑

まひるのﾊﾟｿのﾒｱﾄﾞも「kappe」だった。（笑
それがさ、最近も雑誌見てたら



相変わらずヨコは相葉ちゃんのことかっぺって

呼んでてまだ呼ばれてるんだ???って思った。（笑
相葉ちゃんってヨコヒナと仲良かったよね。

８Jの時の写真とかで満載にヨコヒナと写ってるやつあるもん。
あとｺﾝｻｰﾄ後の楽屋の写真とかも（ﾌｧﾐﾘｰで買ったやつ）

ヨコと相葉ちゃん一緒に写ってて

当時はご興味もなかった横山さん（ヨコ、ｺﾞﾒﾝ）の

写真買ったもん。

当時の横山さんはね、今よりももっともっと色白。（笑

大阪の仲良しの友達がヨコ担で

初めて関西ｼﾞｭﾆｱでｺﾝｻｰﾄやった時は

ﾁｹの電話かけさせられた。（笑

確かそれが９８年とか９９年ぐらいだったのかな。

（正確には覚えてないです

今考えたらよくﾎﾝﾄエイトのみんなは頑張ったと思う。

関西推しのまひるでさえ

関西ｼﾞｭﾆｱへの興味をなくしてしまうぐらい

低迷してた時期もあったわけで

それからまひるがまた関ｼﾞｬﾆに興味を持ったのが

２０００年末だったと思う。

東京へ進出してた某ﾕﾆｯﾄ（M○O）のKくんが
好きになってそれからまた関西推しに戻ったんだけどさ。

その時にまた「大倉忠義」の名前を耳にして

あ。まだ続けていたんだなぁー。しかもかっけーし。

って思った。（笑

だからﾎﾝﾄ関西ｼﾞｭﾆｱがまたこうして結構ﾒｼﾞｬｰになったのも

エイトが頑張って築き上げてきたものだし、

後輩のみんなもエイトを見習って頑張って欲しいって

思うし、いつかもっともっと関西からﾃﾞﾋﾞｭｰ組が

出てもいいんじゃないかなぁーって思う。

関西からでもﾃﾞﾋﾞｭｰ出きるんだ???
って教えてくれたのが内亮の２人だし、

エイトのみんなだから。

もっともっとﾒｼﾞｬｰになって欲しいって思う。

でもぶっちゃければたくさんの人にエイトを知ってもらいたい

ってゆう気持ちと

これぐらいの人気でいいのかもってゆう気持ちがある。



やっぱ遠い存在になられてしまうのは

悲しいし、エイトは近所のお兄さん的要素が売りでしょ???
だからあんまり高いとこに行ってしまっても

やっぱｲﾔだなぁーって思うんだ。

こんなこと忠義や他のエイトメンが知ったら

ｼｮｯｸかもしれないけど

でもそれがエイトの良さだと思ってるし。

いつまでも松竹で舞台続けて欲しいって思ってるし、

ｸﾘﾊﾟだってずっとずっと続けて欲しいって思ってるから。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。

ｺﾒﾚｽ

来夢（＠赤堂）

来夢（＠赤堂）

言われなかったら不安に思うから時々自分から

「好き???」って聞くの。（笑
そう!!!!
「好き」が簡単に出てくる男は誰にでも言ってそうじゃん???
それがｲﾔなんだよねー。

だから自分にだけ言ってくれてるんだなって言うのが

わかるとうれしいの。

ﾃﾚやな人がたまに言ってくれる「好き」が

もっそいうれしいんだよね。

恋愛って難しいよ。ﾎﾝﾄに。

でしょ???「野ﾌﾞﾀ。」結構面白いって。（笑
あの亀ちゃんのｷｬﾗと山下のｷｬﾗが微妙なｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝで

面白いんだって。（笑

もこみちかなりよかったよねー。

ﾀｷｼｰﾄﾞとｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞﾚｽで鼻ﾁｭｰとかありえんばい。（笑

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｷｭﾝ死するっつーの!!!!!



2005.10.24 Mon 噂の凄十。（爆笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけども。

今週、仕事頑張ったら週末にはエイトだぁー。

頑張ろう。

ヒナちゃん、ﾆｷﾋﾞ良くなってるかなぁー。

なんか話聞いてるだけで痛そうだったもん。

しかもかなり大きいんでしょ???
まひるってあんまり昔からﾆｷﾋﾞとか出きるってこと

なくて。

でも寝不足とかするとちょっとﾎﾟﾂって出来たりはした。

今の化粧品に変えてから特に肌荒れとかも

減ったしね。

ちなみに今はｶﾈﾎﾞｳのﾄﾜﾆｰを使ってます。

最初買った時、一式買ったから４万とかしたの

覚えてる。（笑

わー。散々見てｶｰﾄﾞ使えなかったらｼｬﾚになんないなー

って思ったんだもん。（笑

まひるってﾎﾝﾄ小心者だなぁーって思う。

特に家族に対して。

家族にそんな気を使ってどうするんだろうってゆうぐらい

家族には気を使ってる。

たぶん他人以上に。

なんか今日だって昨日、夜中にﾊﾟｿやってて

ｵｶﾝに注意されたのね。

遅いんだから寝なさいって言われて

会社のﾊﾟｿｺﾝはおもちゃじゃないんだからって

注意されたのね。

そしたら今日仕事から帰ってきて

もうｵｶﾝの顔見るのもﾋﾞﾋﾞっちゃってさ。

また何か言われたらどうしようとか

ﾊﾟｿ使わせてもらえなくなったらどうしようとか



ご飯食べながらずっと考えてた。（笑

結局何も言われなかったんだけど

でも家族にはいろいろ迷惑かけてきたし、

他人以上に気を使うね。

そんなのおかしいのかもしれないけど。

だから自立したいとも思うし、

家は出たいなーって思うね。

でも家の温かみとかも好きで

仕事から帰って暖かいご飯が用意されてると

やっぱうれしいよね。

ｵｶﾝなんて朝５時から起きて仕事してるのに

それでもまひるが２１時過ぎに帰ってくるの

ちゃんと待っててくれるし。

暖かいなぁーって思うよ。

なんか今日、職場の人と話してて

なんか小さい頃から鍵っ子だったんだって。

で、なんかそうゆうのに慣れちゃって

ご飯食べる時に「いただきます」とかを

言わなかったり、

出かける時や帰ってきた時に

「いってきます」とか「ただいま」を

言わないそうゆう生活に慣れちゃったんだって。

で、この間、久々にお母さんに「いってらっしゃい」って

言われた時は涙が出たって言ってた。

やっぱまひるは自分の子供を出きるだけ

鍵っ子にしたくなくて。

やっぱ電気のついた暖かい家庭に

「おかえり」と笑顔で迎え入れてあげたいってのが

すごくあって。

暖かい会話のある家庭が理想。

あー。そういや、横山さん、生い立ちｼﾘｰｽﾞ続行

おめでとうございます。（笑

まひるももちろん続行にﾒｰﾙしました。

なんかやっぱｼﾞｬﾆｰｽﾞに入る経緯とか

入ってからのこととか知りたいし。



なんか今度はちょっとﾍﾟｰｽｱｯﾌﾟしてくれるみたいなんで。（笑

これから楽しみだなぁー。

あ。今日、もっそいﾃﾝｼｮﾝ低い。（笑

あ。そうだ。今日、部長来たよー。（笑

なんかお店ちょっと視察して個人面談みたいなやつ

やって長野に行ってもうた。（笑

別にまひるは何も言われることもなく

無事に過ぎました。

あー。でも部長来るとﾏｼﾞで緊張するわー。

なんかみんなｱｯﾌﾟｱｯﾌﾟだったもん。（笑

しかも昨日いらないもの見てしまったしなー。（笑

なんか先輩とｺﾝﾋﾞﾆに行ったら

先輩が凄十だっけ???（名前間違ってるかも
なんか所謂ｽｯﾎﾟﾝｴｷｽとかそうゆう滋養強壮みたいなやつが

すごいたくさん入ってて

「先っぽまでみなぎる」
と書かれてるやつ買ってました。（爆笑

そうです。そうです。

丸山隆平さんの丸ちゃんがー。ってなるやつです。

なんか先輩は自信ないんですかねー。（笑

疲れてるんですかねー。

それ今日、他のｽﾀｯﾌに言ったら

軽くひいてました。

いや、まひるもひいたから!!!!!
前からｺﾝﾋﾞﾆでそれがもっそい気になってて

仲間とやっぱ買うのはｵｯｻﾝだよねー。みたいな

話してたからちょっと衝撃的でしたわ。（笑

ちなみに先輩は３０歳ぐらいだと思ったなー。

３０歳ぐらいで凄十???
つーかﾏｼﾞ笑えるからやめてー。

まだまだ大倉忠義さんには縁のないものだと

思いますけど。

でも面白いからｵｽｽﾒしますわ。

ちなみに液体のやつではなくて

たぶん錠剤のやつです。



中身見たことないからわからないけど。

絶対忠義なんかがのんだら１週間ぐらいﾔﾊﾞｿｳ。（笑

なんか意味なく必要以上にもっこししてそうだもん。（笑

あー。また下ﾈﾀでﾃﾝｼｮﾝあげてもうた。

そうゆうﾃﾝｼｮﾝのあげ方やめよ。

そんなわけで大倉忠義さん、凄十必見です。（笑



2005.10.25 Tue 病院の帰り。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけども。

病院の帰りに漫喫に寄ってみました。（笑

まひるさん、好きねぇって思った???（笑
やっぱ会社のﾊﾟｿ壊してるから自由に使えなくて

結局漫喫が落ち着くってゆーね。

早く自分のﾊﾟｿ引き取らないとならないし、

なのに１１月２３日にエイトのﾗｲﾌﾞDVD「ｽﾋﾟﾘｯﾂ」発売
決まったしさー。

つーかﾗｲﾌﾞDVDも嬉しいけど
まひるはひそかにｻﾏｽﾍﾟのDVDとか見たいんですけど!!!!!
妖精ちゃーん。

お金ないのになぁー。

そうゆうこと言っちゃっていいわけ???（笑

あと仁亀でﾄﾞｺﾓのCMとかすごくね???
天下のﾄﾞｺﾓのCMだよ。
どんだけ仁亀、人気なんだよって感じ。

ﾎﾝﾄにすごいなーって思う。

ﾄﾞﾗﾏ１本でこんなに変わってしまうんだなーって。

なんかこの間、空（＠章大）とお茶してたら

普通の子が「野ﾌﾞﾀ。」の話しててさー。

あー。普通に亀ちゃんの名前知ってるんだなぁーって

思った。

そのことに驚いてみた。

山下ぐらいだったら結構普通の子も知ってるとは

思うよ。

かなりﾄﾞﾗﾏ出てるし。

でも亀ちゃんなんて金八とごくせんと野ﾌﾞﾀ。でしょ???
まだﾄﾞﾗﾏのｷｬﾘｱは浅いじゃん???
やっぱごくせん効果は怖いなーって思った。

まひるがもし亀担とか仁担だったら



気持ちが追いついていかないと思う。

なんかちょうどいい時期に大倉担になって

よかったのかもしれない。

別に大倉担に逃げたとかそうゆうんでもないしさ。

たまたま忠義を２番目に好きで

それが１番目に変わっただけのことで。

今ももし仁担だったら苦しんでいたかもしれない。

大阪の握手会で忠義に降りてよかったと思う。

結局今年１月にKAT-TUNｺﾝ観に行って
ﾄﾞﾘﾎﾞの楽日前日に出てきた仁ちゃんを見たのが

最後。

時々、仁ちゃんに萌え萌えするものの

なんかもうまひるの中では過去の人になりつつある。

応援は続けているけど

それも結局KAT-TUNﾒﾝ全員が好きってゆー感じで
誰が特に好きとかもなく。

落ち着いたものですわ。（笑

最近仁ちゃんの画像も集めてないし。（笑

携帯の待ちうけは大倉忠義のみだし。

なんかﾎﾝﾄまひるって潔癖ってゆーか

２人とか同時に好きになれないんだよね。

この人って言ったらこの人しかいなくて。（笑

萌え程度ならいくらでもいるけどさ。

でもﾎﾝﾄに好きな人は１人しかいないってゆーね。

しかもかなりどﾂﾎﾞにﾊﾏる。（笑

自分でｱﾎか、ﾎﾞｹぇーって思うもん。

あ。なんか今日、ｦﾀ誌買ってちょっとだけ見たんだけど

忠義の黒髪ﾏｼﾞﾏｼﾞと見たのね。

そしたらなんかまひるが忠義にﾊﾏり始めた頃の

髪型とあんまり変わってなくて

おどろいてみた。

今から５年前のちょっとｦﾀってる髪型の

大倉忠義くんだった。（笑

もうちょっと長ければ完璧だよー。（笑

でもまひるは今の長さにﾒｯｼｭが１番好きなんだけどね。



もうﾁﾝﾋﾟﾗｰｽﾞ最高〜。

安田さんの軟骨ﾋﾟｱｽもやっと見れたし。

噂には聞いていたけどかなりたくさん開けてるよね???
あれは絶対痛いって!!!!
まひるも軟骨にﾋﾟｱｽ開けたいと思ってるんだけど

痛いし、第一膿むから開けられない。

軟骨とか膿んだら大事件発生じゃん!!!!!（笑
絶対熱とか出るって!!!!!
冬でもﾋﾟｱｽの穴膿んじゃう人だから!!!!!（笑

あー。あとちょっと仕事に行けば

エイトに会えるぅー。

空（＠章大）にも会えるぅー。

ﾊﾞｶ話に花が咲くぅー。

じゃ、また夜書けたら書くねー。

ﾊﾞｲﾅﾗ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。
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2005.10.25 Tue M誌。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけども。

本日２回目でーす。

今日は漫喫３時間ﾊﾟｯｸだったから

結構急いでﾌﾞﾛｸﾞ書いたんだよね。（笑

いつもは６時間ﾊﾟｯｸだけどそうゆう時は

お昼前から行ってるし。（笑

今日は病院の帰りで遅かったから３時間ﾊﾟｯｸ。

初めて行った漫喫だったんだけど

いつも行くとこより広くて

めっちゃｲｽがﾘﾗｯｸｽｼｰﾄだったよ。

でもｷｰﾎﾞｰﾄﾞが柔らかすぎてﾐｽﾀｯﾁばっかしてた。（笑

最近ね、よくﾌﾞﾛｸﾞの感想ﾒｰﾙをいただくんですよ。

それがもっそい嬉しくてね。

ｺﾒﾝﾄ残してくれるのももっそい嬉しいけど

ﾒｰﾙとかもわざわざまひるのﾌﾞﾛｸﾞなんかの感想を

ﾒｰﾙしてくれるわけでしょ???
なんか感動だよね。

なんか自分で面白いﾌﾞﾛｸﾞを書いてるつもりもないし、

最近なんてどっちかというとｽﾗﾝﾌﾟな方なのに

それでも感想ﾒｰﾙやｺﾒﾝﾄがもらえるって

ﾎﾝﾄに励みになります。

この場を借りてみなさん、ありがとうございます。

一応ﾒｰﾙのお返事も返させていただいてますので。

人の心に残るﾌﾞﾛｸﾞ書きがまひるの目標だったので

とりあえず目標通りに進んでるってことなのかな???
これからも頑張ります。

みなさん、ありがとうございます。

あ。今日はね、念願だった丸担さんのﾘﾝｸが



増えましたー。ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ。

やっぱエイトメン全員を揃えたかったんだよね。

だから今日ﾘﾝｸを貼らせていただいたみちさんや

ちょっと前にﾘﾝｸ貼らせていただいたヒナ担の

ゆいさんとかもっそい感謝しています。

これからもっともっと絡んで仲良くなれたらいいなー

って思ってます。

相ﾘﾝは基本的にこれはちょっとーって言う感じ以外の内容の

ﾌﾞﾛｸﾞでしたら全然ﾘﾝｸOKですので気軽にｺﾒﾝﾄ残してください。
来るもの拒まずですから!!!!（笑

あ。今日、ｦﾀ誌買ったのね。

ってさっき書いたっけ???
まだちゃんと読んでないんだけど

さっき仁ちゃんのﾍﾟｰｼﾞ読んだのね。

で、「せつない」について語ってたんだけど

まひるも同感だー!!!!
って思ったんだ。

悲しいは泣けるけどせつないは泣けないよね???
切ないの方が苦しいしさ、泣けない分つらいんだよ。

まひるは忠義のことでよく切なくなるんだけど

やっぱ切ないはね、重い。

仁ちゃんの会いたいけど会えないみたいな例え話が

妙にﾘｱﾙだったのはまぁ、笑ってやり過ごすとして。（笑

まひるも忠義のﾎﾟｽﾀｰとか雑誌とか

見たりして忠義にもっそい会いたいなーって

思って涙出そうになる時あるけど

あれ実際は涙って出てこない。

すごい会いたくて切なくて苦しいけど

くーーーーーっ!!!!!って感じだね。（笑

でさ、忠義の写真の話ね。

まひるもどっちかというと写真とか嫌いな方でさ。

何故なら絶対目をつぶってしまう人だから。（爆笑

昔、写真満載撮ってた時期があったんだけど



友達に「まひるちゃん、絶対目をつぶってるよねー。」

って言われて見たらもっそい目をつぶってる写真ばっかで。（笑

まひるもヨコと一緒で記憶に残る方が好き。

でも時々は写真を仲間で撮るのもいいかなって思う。

ﾋﾟﾛｷが入院してる時にお見舞いに全員で行って

初めてエイトメン全員揃って写真撮って

それにﾋﾟﾛｷが感動してみたいな話あったでしょ???
だからやっぱ写真も時には大切だなって思う。

ま、その時はまひるも目をつぶらないように

しないとね。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸ。

ｺﾒﾚｽ

はるか（＠学）

陸さん（＠忠義）

みちさん（＠隆平） はるか（＠学）
まひるも山下病炸裂中だよー。（笑

知らない小学生にも「ﾖﾛｼｸだっちゃ。」って言われたし。（笑

いや、ﾖﾛｼｸできないし。（笑

ｽﾋﾟﾘｯﾂって前夜祭だよね???
もっそい嬉しいんですけど。

大倉忠義のﾄﾞﾗﾑｿﾛがDVDになるかと思うとﾏｼﾞ感動なんですけど。
絶対そこだけかなりﾘﾋﾟって見るね。

あー。わかる。わかる。

まひるも元担の関ジュくんがTVとか出ない人だったから
人のﾊﾞｯｸで踊ってるDVDとか発見した時は嬉しかったし。
関ｼﾞｭくんの担当でよかったって思ったし。
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そんなわけではるかの気持ちもっそいわかる。

陸さん（＠忠義）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

全然OKです。
何度も来ちゃってください。

あ。そうだ。良かったらﾌﾞﾛｸﾞ相ﾘﾝしませんか???
なんかいつも通ってくださってるので

どうせなら相ﾘﾝしちゃいましょー。（笑

なんか陸さんの言いたいことがわかった気がする。（笑

たぶんまひると同じこと思ってると思う。（笑

みちさん（＠隆平）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

わざわざこちらの方にお返事くださってありがとうございます。

みちさんの方にお返事させていただいた

通りでございます。（笑

まひるの方は早速ﾘﾝｸ貼らせていただきました。

しかも敬称略で申し訳ないです。

これから仲良くしてください。

いっぱい絡んでいきましょう。、

ﾖﾛｼｸお願いします。



2005.10.26 Wed 休み返上なんてｺﾞﾒﾝ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけども。

職場から帰った途端電話かかってきて

明日の休み返上してくれって言われました。

断りましたけど。（笑

だって来週の休みも返上してるのにー。

亮ちゃんに失礼だとは思うけど

週６でなんて働きたくねー。

働こうと思えば出来ないこともないんだけど

まひるちょっと無理すると絶対過呼吸のひどい発作起こして

入院とかになるからさ。

４年ぐらい前がちょうどそんな感じで

ﾊﾞｲﾄ、大学生が春休みで実家に帰る人多いからとか

言われて週６とかで２週間入ったら過呼吸の発作おこして

もっそいやせこけて入院したもん。

１ヶ月から２ヶ月ぐらいは静養が必要になるし。

でね、精神系の薬はね、その反動がひどくて

もっそい太るんだよね。

飲むと。

平気で５ｷﾛ〜１０ｷﾛぐらい太る。

薬を飲み続けてる限りほとんど痩せないしね。

それでもまひるはちょっと元に戻したけどね。

でも病気になる前に比べたらやっぱ１０ｷﾛぐらいは

太ってる。（最悪だ。

だからこれ以上無理とかしたくないんだよね。

自分でこればっかりはｾｰﾌﾞしていかないとﾀﾞﾒだし。

他人じゃわからないからね。

つーかなんか前回の忠義の∞ﾚﾝｼﾞｬｰもっそい
不評だったじゃない???（笑
だから今回はどんなﾊﾟﾀｰﾝで来るかめちゃくちゃﾄﾞｷﾄﾞｷ

なんだよねー。



だから明日は特に仕事は入れたくない。

∞ﾚﾝｼﾞｬｰの更新見てうたばん見てﾚｺﾒﾝ聴くんだもーん。
でもﾚｺﾒﾝ、斗真とヨコなんだよね。

なんかｽｹ的な都合とかだったらいいんだけど

ヒナちゃん、先週もっそい大きなﾆｷﾋﾞってゆーか

吹き出物出てたじゃない???
なんかｽﾄﾚｽ的なものみたく言ってたから

吹き出物がひどくなってお休みなのかなぁーとか

思ったんだけど考えすぎ???
あー。でも番組でDVD発売暴露ってるぐらいだから
大丈夫なのか。

なんか相当ひどそうだったからもっそい心配なんですけど。

早くヒナちゃんの吹き出物がよくなりますように。

つーか国技館行くのに朝５時起きなんですけど。（笑

眠いよー。眠いよー。

絶対途中で首がｶｯｸﾝｶｯｸﾝしちゃうんだよー。

終わるの夕方でしょ???
頑張れるのかなぁー。

エイトが出てる時はたぶん目が覚めると思うんだけど

他のｹﾞｽﾄさんが出てる時にも首ｶｯｸﾝｶｯｸﾝなったら

やっぱ失礼じゃない???
だから１日頑張らないとならないんだけど

ちょっと自信ない。

誰かまひるの首に添え木をつけてくれ。（笑

あー。田舎ってｲﾔねぇー。（笑

でもね、最近思うんだけどまひるには山梨が

あってるような気がするの。

東京の雑踏の中にいるより何もない、

人も少ない田舎街があってるような気がする。

住むなら東京よりは断然大阪だけどね。

でも山梨も好き。

ﾊﾞｲｸでどこでもﾁｮﾛﾁｮﾛいけちゃうとこが好き。（笑

あー。大阪って結構街中でも自転車率高くないですか???
村上信五様のように。（笑

最近は乗ってないみたいだけど。（笑



まひるはもっぱらﾊﾞｲｸ派ですけどね。

今日、眠いからもう寝るぅー。

内容もたいした内容書けないみたいだし。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとね。

ｺﾒﾚｽは今回お休みします。

ｺﾞﾒﾝなさい。

また明日書きまーす。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.10.27 Thu かっけー!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるでっす。

つーかうたばん見ました!!!!!
修二と彰がもっそいかっこよかったんですけど!!!!!
山梨では８時ｼﾞｬｽﾄから始まるんだけど

いきなり修二と彰の歌からﾄﾞｰﾝと始まって

やべぇー。すげぇ好きかもー。

って思った福原まひるですけどもー。

つーか今日になって空たん（＠章大）が落ち込んでることを

知った。

まひるは空たんの仕事のこととかなんも

わかんないし、どうやって声かけていいのか

わからなかった。

普通にｦﾀﾒｰﾙ交わしてその後に空のﾌﾞﾛｸﾞ見て

凹んでたんだーって知ってさ。

後でﾒｰﾙしておこ。

まひるに何が出きるってわけでもないんだけどさ。

そんなわけで本日もいきまっしょい。

∞ﾚﾝｼﾞｬｰに勝手にｺﾒﾚｽ!!!!!

渋谷すばる様

美容院に行ってきたんだねー。

つーか最近気になってたんだけど

すばるの「い」とかを小さく変換する

ある意味ｷﾞｬﾙ語???
あれの意味がわかりません。（笑

最近はすばる、お任せなんだね。

昔みたいなﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰな髪型はもう卒業なのかな???



でも新しい髪形はまだ見てないけど

まひるは最近のすばるの髪型もっそい好きだよ。

ｱｯｼｭｸﾞﾚｰね。了解!!!!
日曜日に見れるの楽しみにしてるね。

渋ゃんの髪型に注目するよー。

安田くん、お金返してって書かれてますよー。（笑

内博貴様

こんばんﾜﾝﾂｰ。

今日もあなたのﾍﾟｰｼﾞを開いてしまいました。

つーか毎週開いてるんですけどね。（笑

早くﾍﾟｰｼﾞに何か書かれることを期待して待っています。

最近のあなたは元気らしいですね。

元気なことはいいけどなるべく自粛した行動で

お願いします。

一応謹慎中の身。

何か書かれてしまってからでは遅いので。

それだけが心配です。

錦戸亮様

当時の錦戸家は共働きでしたってことは

今は違うってことだよね。

なんか亮ちゃん、もっそい可愛い。

「ﾊﾞｲｸにまたがる女性と、ﾋｰﾛｰのくせに必死で

その女性にしがみつく仮面ﾗｲﾀﾞｰが横切ります。」

って言う描写がすごく可愛い。

保育園ぐらいの子供にとってﾊﾞｲｸの時速６０ｷﾛぐらいって

相当早いよね???
でもお母さんの背中に守られているってゆう安心感。

すごく幸せだったんだろうなー。

まひるはその辺のことあんまり覚えてないんだよね。

なんでだろ???
あー。でも弟が泣いてｲﾔがったのを覚えてる。

まひるは自分から進んで保育園に行く子だったけど。



丸山隆平様

京都も山梨と一緒で盆地だから暑さ、寒さが厳しいんだよね。

最高気温は東京とあんまり変わらないのに

最低気温がもっそい違うんだよね。

まだ今ぐらいだったらそんなに違わないけど

冬になると５度ぐらい違うし。

えぇー!!!!まだ新陳代謝がいいんですか???
それは丸ちゃん、病気ですか???
あー。普通は健康な証拠なんだけどさ。（笑

つーか丸ちゃん、ﾊﾟｰﾏはあてたって言わないと。（笑

かけてもらったりかけてもらわなかったりって

どっちなんですか???
とりあえず日曜日に見ます。

あー。全員分しっかり確認しないとならなくて

忙しいー。（笑

そんなに見る余裕とかあるのかな???
あー。そうそう、菊花賞ね。

昔のまひるなら場外馬券場に行って

片手挙げてｳｫｰ!!!!とか
言いながら馬券買ってるんだけどねー。

最近買ってないなぁー。

競馬仲間とか普通にいたし。（笑

その中の１人が馬好きがこうじて

北海道に単身で行って牧場で働き結婚して

今でも北海道に住んでいます。

ちなみに女の人です。

ﾎﾝﾄね、競馬とかﾊﾞｶに出来ないよ。

ﾏｼﾞで生で走る馬とか見るとすごいきれいで

差しとかされた日にゃ、

すげぇー!!!!
って本気で思うもん。

あれはね、ﾎﾝﾄすごいって!!!!
しかもそんな歴史的なﾚｰｽなら競馬ﾌｧﾝは絶対見たいって

思うよ。

ま、まひるは普通に仕事してましたけどー。（笑



なんか熱く語ってしまった。（笑

安田章大様

民族服みたいなﾗｽﾀｶﾗｰの服って···｡（涙

どっちかにしてくれ。

民族服みたいな服かﾗｽﾀｶﾗｰの服のどっちかね。（笑

まひるも昔は毎週のように楽器やに通ってた。

楽器やでﾊﾞｲﾄしてたこともあるし。

ちょっとだけどね。

別に辞めたとかじゃなくて「福原楽器出きるよな???」って
言われてﾍﾙﾌﾟで３ヶ月ぐらい行かされただけの

話なので。

めちゃくちゃ楽しかったなー。

なんか楽器磨いたり、勝手に弾いたりとかしてた。（笑

あといろんなｶﾀﾛｸﾞ見たりしてた。

ﾏｼﾞで天職かもって思った。（笑

なんか好きなことを仕事にするか普通の仕事して

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄを充実させるかって結構究極の選択だよね。

好きなことを仕事にしてそれで給料も良ければいいけどさ。

なかなかそんなわけにはいかないし、

好きなことが仕事に出きるとも限らない。

だからエイトとかなんて今はもっそい幸せだと思うよ。

好きなこと仕事に出来て。

給料面はどうかは知らないけど

でも目標だったﾃﾞﾋﾞｭｰも出来て頑張ったなーって

思う。

つーか章大さん、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄをちこっと外してくれるってゆーか

章大さんのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄが外れてるんじゃ

ないですか???（あ。また毒吐いた）
そりゃﾗｽﾀｶﾗｰの民族衣装にはこのｸﾞﾗｻﾝはあわないですけど。（笑

章大が関西人のおばちゃんみたいな

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄになってるんだとまひるは思うんですけどー。（笑

大倉忠義様

やっかし。



やっかし先週のやつ怒られたんだ???（爆笑
なんか忠義さん、文章が萎縮してますよ。（笑

別に変に笑いとろうとか思わず、

普通の素の大倉忠義でまひるはいいと思ってます。

そりゃ、面白いこと書いてくれた方が

楽しいけど

でも別にまひるは忠義に変に気負って欲しくないし、

普段、忠義が思ってることを普通に書いてくれたら

いいと思うよ。

その中でちょこっとｴﾛｲ本性の部分が出てしまっても

かまわないと思うけど

何事もやりすぎは相手に引かれます。

まひるは忠義がﾑｯﾂﾘだってことは知ってるので

これからもﾑｯﾂﾘやってください。（笑

村上信五様

あー。まひるってどっちなんだろ???
なんかまひるの中ではその場の雰囲気でPaceにあわせてる
つもりなんだけど

たぶんもっそいMy　Paceだと思われてると思う。
勉強とかはﾎﾝﾄむらがあった。

やるときはすごい集中してやるんだけど

やらない時は全然やらないの。

だからやっぱりMy　Paceなのかな???
でもそのPaceがまひると空はまったく一緒なんだよね。
疲れてる時は２人して疲れてるし、

ﾃﾝｼｮﾝ上がってる時は２人して上がってるし。

だから完全にMy　Paceってわけでもないんだろうね。
それだったら空と一緒にいてもいらいらしてしまうだろうし。

案外人のﾍﾟｰｽにあわせてるのかも。

ヒナちゃーん、今日ﾚｺﾒﾝお休みで悲しいよー。（涙

横山裕様

えぇー!!!!!
最近改行覚えたとか言ってるけど



ﾊﾟｿｺﾝとかちゃんと使えてるのかな???
もっそい不安だわー。

あ。そだ。横山さん、劇団演技者、座長おめでとうです。

楽しみに見るからねー。

なんか面白い話だったらいいなぁー。

なんかね、「家が遠い」はね、

毎回の小ﾈﾀが面白かったんだけど

ｵﾁとか特になくてよくわからないまま終わってしまったから

ヨコのやつは面白い話だったらいいなぁーって

思う。

前回出たやつって大ちゃんと出たやつだっけ???
なんかなぜかまひるは相葉ちゃんとヒナちゃんが出たやつ

の方が好きだった。（笑

相葉ちゃんのくさいｾﾘﾌがもっそい面白かったんだって。

相葉ちゃんが絶対言わないようなｾﾘﾌだった。

なんだっけ???
「負ける気がしねぇー。」ってやつ。（笑

相葉ちゃんは絶対そんなこと言うｷｬﾗじゃないっしょ???
ってもしかして一人の現場ってそれ???
劇団演技者???
楽しみにしてるねー。

そして来週からの新たな生い立ちｼﾘｰｽﾞも楽しみに

しています。

でもたまにこうして横山さんの近況も聞けると

うれしいです。

今夜、ﾚｺﾒﾝで会いましょう。

あー。今日、忠義のとこ短かったかも。（笑

珍しい。いつも１番長いのに。（笑

忠義、めげるな。

ﾌｧｲﾄｫｰ!!!!!

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとよろｼｺ。

ｺﾒﾚｽ

陸さん（＠忠義）

来夢（＠赤堂）

錦戸グミ（＠亮）

ありさ（＠博貴） 陸さん（＠忠義）
陸さんの考えてることわかるよー。

たぶん考えてることは一緒だと思う。

なんか今日の∞ﾚﾝｼﾞｬｰ、忠義反省!!!!って
感じでちょっと大人しめだったよね???
なんかちょっとかわいそうに思ってしまった。（笑

そこが甘いっつーか溺愛してる証拠だよなー。（笑

相ﾘﾝOKよーん。
ﾘﾝｸ貼っておくねー。

あとまひるって呼びためでOKだからねー。

来夢（＠赤堂）

仁ちゃんのはもっそいﾘｱﾙだったよね。

なんか仁ちゃんっていつも会ってないといられないﾀｲﾌﾟっぽい

ような感じ。（笑

でも山久とかとの時間ももっそい大切にすると思うし、

体がいくつあっても足りないって感じ???（笑
あー。でもまひる、ちょっと泣いたかも。

最近。（笑

２週間ぐらい前???
別に忠義のこととかじゃなくてだけどね。

悔し泣きってゆーかそんな感じ。

写真ねー。

物の写真撮るのとかはすごく好きだよー。

でも自分が撮られるのってあんまり好きじゃなくて。

絶対変顔になってるし。（笑

可愛く写りてぇー!!!!（笑



錦戸グミ（＠亮）

了解しましたー。

ﾘﾝｸ変更しておきましたー。

これからもeighterとしていっぱい絡もうねー。
なかなか担当って簡単に決められない部分あると思うけど

グミは頑張って決意したと思うよ。

これからもヨロシク。

ありさ（＠博貴）

あー。そっかNEWSｺﾝには出てたんだもんねー。
え。全然話してくれてOKなんですけども。（笑
大丈夫、大丈夫。

自己満にならないようにﾌｫﾛｰ入れるから。（笑

なんかDVD発売とかﾄﾞｷﾄﾞｷだけど
きっとﾃｲﾁｸさんなら大丈夫だよね???
まひるもたっちょんのﾄﾞﾗﾑｿﾛは絶対秘蔵物だと思ってたから

映像になってくれるなんてもっそいうれしいよー。

ﾏｼﾞあのﾄﾞﾗﾑｿﾛは惚れ惚れする。

絶対まひるあの場面だけ何回も見てｷｭﾝ死すると思うわ。（笑



2005.10.28 Fri あー。もっそい暇。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけども。

現在、会社の事務机に座っていろいろ作業なんぞをしてるの

ですがもっそい暇なのでﾌﾞﾛｸﾞ更新なんかしちゃってる

お馬鹿さんです。

あー。でも会社の人に見られたら恥ずかしいから

なるべく早く切り上げよう。

完璧なｻﾎﾞﾘですなぁー。（笑

そうそう、最近顔に疲れが見えていて

もっそいﾔﾊﾞｲ状態なんですよ。

目の下のｸﾏとか消えないし。

確かに最近爆睡とかしてなくて

４〜５時間睡眠なんですよ。

だからだと思うんですけど

今日は絶対早く寝る。

明日も仕事２１時まであるし、

で、次の日が朝５時起きだから

絶対今日早く寝ないとﾔﾊﾞｲもん。

絶対撃沈するよ。

だれかｸﾏに効くﾏｯｻｰｼﾞとか知ってたら教えてください。

忠義熊おはよう。（笑

まひるは忠義熊気に入ってるよ。

度がすぎるのはﾀﾞﾒだと思うけど

たまにﾁﾗつかせる下ﾈﾀとかは大歓迎だから。

たぶんそのぐらいはｽﾀｯﾌさんもきっと許してくれる

はずだと思うから。

だからこれからも負けずに忠義熊頑張れ!!!!!



そういや、１１月３日のNHKのｲﾍﾞﾝﾄって亮ちゃんの
誕生日だよね。

行ける人が羨ましいー。

まひるは家でO.Aを楽しみに見てますよー。
やっぱ今年１番悔しかったのは

忠義の誕生日にやった大阪での少ｸﾗかな。

あれは行きたかった!!!!!
でもまず日程的にも無理だったし、

ﾊｶﾞｷもﾊｽﾞﾚたし、どうしょもなかったんだよね。

ま、でもTVで見れたしいっかーって感じだけどね。
１番困るのがTVで見れない時。
あれはﾎﾝﾄ困る。

つーか悲しい。

あ。今日のMｽﾃも修二と彰だねー。
昨日うたばんとかもめっちゃ面白かったし、

かっこよかった!!!!!
今日も絶対早く帰って見るぞぉー。（笑

でも絶対ｵﾘｺﾝ１位取れそうな気がしてきた。

まひるのとってる着うたｻｲﾄで１位だったから。（笑

それに昭和の歌謡曲ってゆー感じだけど

意外とﾀﾞﾝｽは最近の感じだし、

結構ｽﾃﾁ☆とか思ってるんだけど。（笑

でもﾎﾝﾄ仁亀の人気ﾔﾊﾞｲよね???
なんか山久の影も薄くなるぐらい人気だもん。

なんかぶっちゃけ今までｼﾞｬﾆｰｽﾞに興味なかった人まで

仁亀とか言ってるでしょ???
あれはねー、すっごい微妙な心境なのよ。

別にまひるはKAT-TUN担でもなければ
仁亀担でもないけど

元仁担として今まで何年もﾒｰﾙ交換してた

３０歳過ぎの女の人がまひるがどれだけKAT-TUNのこと
話しても興味も持たなかったくせに

ごくせん見て「やっぱねー、前からかっこいいと

思ってたんだよねー。」とか

「ごくせんでﾌｧﾝになったわけじゃないから」



とか言われたんだけど

なんだよそれって思ったのね。

今までぜんぜん興味も示さなかったじゃん!!!!
って思ってさ。

でもその人ってもっそいまひるの影響受けやすい人で

おっしーが好きだって言ってる時も

しばらくしておっしーにﾊﾏったとか言い出した人だから

やっぱりねみたいな感じはあった。

なんかそうゆうのはちょっと不愉快だよね。

別に後から好きになりました。

って正直に言えばいいのにさ。

ｱﾌｫだなーって思ったよ。

そうゆう知ったかみたいなのが１番嫌い。

だから後からﾌｧﾝになったって全然かまわないけど

でも前からﾌｧﾝでしたみたいな顔するのは

ちょっとって思うよね。

まひるも無事に忠義担歴１年過ぎまして。

それまで忠義副担みたいななめ腐ったこと言ってたんですが

ﾎﾝﾄ副担とか言っちゃうぐらいなら

最初からW担でも良かったんじゃないか???
その方が潔いんじゃないかって思った。

だから理琉とか頑張ってるなーって思うし、

かっこいいなって思うよ。

きっとたぶんまひるの忠義副担ってゆーやつは

赤西仁＆大倉忠義のW担だったんだと思う。
と今ではそう思ってます。

ただずっと忠義には大阪に行かないと会えないってゆーﾘｽｸが

ついて回ってくるのがｲﾔで

大倉担を名乗れなかったんだよね。

でも結局大阪にはずっと行ってたし、

それだったら大倉担って名乗ってしまった方が

いいって思ったし、明らかに仁ちゃんより

大切な人になっていたし、

だから大阪の握手会をきっかけに大倉担になりました。



今となっては大倉忠義なしでは福原まひると言う

人間は語れないし、

大好きです。

ﾏｰｼｰのｼﾝﾒだった頃から好きだし、

まひるの癒し系的存在だった。

でも遠くで見てるうちは癒し系でいられるけど

いざ自担になってしまうと

やっぱただの癒し系ではいられなくなる。

そこにいろんな感情が入ってくるし、

ただ好きってゆー言葉で片付けられる程

簡単な気持ちじゃないし、

ｲﾔな面もたくさん見えてくるし、

こうゆうとこが大好きなんだよってとこも

たくさん見えてくるし、

自担にするってことは難しいんだなーって思う。

それでも大倉忠義という人間が好きだし、

これからもずっとずっと応援していきたいと思う。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.10.28 Fri ｦﾀﾋﾞ鑑賞してないーっ!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけども。

本日２回目の登場です。

いやー、なんかね、断然やる気出てきたね。

何がって???
たくさんの人にまひるのﾌﾞﾛｸﾞ読んでもらいたいなーってゆう

目標。

今でも最初の頃に比べたらかなりの人が見てくれてるんだけど

でもﾋﾟｰｸに比べたら落ちたよね。

だからやる気だしていろいろ頑張ってみようかなーと

思ってさ。（笑

最近ﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞの方でも１００位以内に入れるように

なったし、頑張らないとなーって。

そんなわけでやる気を出した福原まひるです。

あー。明日仕事に行けば明後日にはエイトに

会えるぅ〜。

考えたら座席のこと毎日新聞さんに問い合わせてないし。（涙

あれってﾍﾟｱ当選ではないんだけど

友達と２人で行ったら隣同士に座れるの???
誰か知ってたら教えてください。

なんかせっかく友達と２人で行ってるのに

ﾋﾟﾝで座らされたら悲しいじゃんかー!!!!!（涙

つーか今日、差し入れに今川焼きを食べました。

しかもまひるの大好きなｶｽﾀｰﾄﾞです。

もちろんｱﾝｺも好きだよー。

もっそい幸せだったなぁー。

なんかきっと丸ちゃんのｽｲｰﾂの旅はこんな感じなのかな???
と勝手に妄想。

まひるも結構ｽｲｰﾂって好きなんだよねー。



でも太るから最近食べてなくて。

まぁ、ｽｲｰﾂとは言えないかもだけど

久々に今川焼きを食べて甘いものを食べれて

幸せー。

ちなみに先週の差し入れは肉まんです。

なんかどうやらおしゃれとは縁遠い福原まひるなのでした。

あ。ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ買ってくるの忘れた。

後で買いに行こうーっと。

歌笑とかHEY３とかﾋﾞﾃﾞｵに録らなきゃだからね。
もちろん半年遅れでやってるほんじゃにも。

つーかもう半年ぐらいほんじゃに見てないんですけどーぉ。

こんなんでエイト担とか言っちゃって言い訳???
いや、よくねー。

なんか遅れてるってゆう時点で見る気を削ぐんですよ。

あー。絶対エイト担失格だわー。

遅れててもそれでも忠義を見たいと思うのが

ﾎﾝﾄだよね。

あー。終わってるな。

いやね、自分の部屋のﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ新しく買ってから

ﾋﾞﾃﾞｵの整理しようと思ってたんだよね。

それで見てないのだ。

ﾎﾝﾄは来月ぐらいに買おうと思ってたんだけど

携帯を機種変しようと思っててそれで買う余裕も

なさそうってゆうへっぽこ財布持ちなんですけどもー。

で、「ｽﾋﾟﾘｯﾂ」発売も決定したから

また買えそうにないし。

あー。どんだけ貧乏なんだ。

ｼｮﾎﾞくて申し訳ない。（苦笑

欲しいものならたくさんあるんだけどなー。

HDDとDVDとﾋﾞﾃﾞｵが一緒になってるﾃﾞｯｷと新しいﾊﾟｿｺﾝと
ipodとｺﾝﾎﾟ。
壊れ放題壊れててどれから手をつけていいのか···｡（苦笑

ま、とりあえず「ｴｷｻｲﾄ」が見たかったから

DVDﾃﾞｯｷを死守したんだけどね。（笑
まだ滝つｺﾝのDVDとか見てないし、



ｻﾏﾘｰのDVDも見てないんですけど。（笑
あー。趣味からｦﾀﾋﾞ鑑賞外した方がいい???（笑
いや、好きなんだけど目が悪くて

家では眼鏡なんだけど眼鏡の度があってなくて

それでTVとかも前のめりにならないと見えないから
だから最近ｦﾀﾋﾞ鑑賞を避けてるんです。

眼鏡を新しく作り変えたらｶﾞﾝｶﾞﾝにｦﾀﾋﾞ鑑賞してやるぅー。

つーか眼鏡姿のまひるさん、かなりﾔﾊﾞｲです。

知的を超えてます。

まぁ、空（＠章大）にでも聞いてください。

空しかまひるの眼鏡姿は見たことないから。（笑

修二と彰見たー。

って最近毎日言ってないか???
なんかやっぱしかっこいい。

かんなり亀梨萌え〜。と山下萌え〜。なんですけども。

着うたﾗﾝｷﾝｸﾞやっぱり１位だったし。

ってことはｵﾘｺﾝも１位入っちゃう。

でもまひるは森田剛萌え〜!!!!!
ですけどね。（笑

もうちょっと伸びた髪がいいかんじでかんなり好き。

やっぱかっこいいよ。

つーか剛つんって誕生日来て２７歳???

うそぉーん。
あんな可愛い２７歳いるのか???

やべー。

好きだ。

剛つんが大好きだ!!!!

今日は早く寝るよ。

まひるは。

疲れた顔を吹き飛ばさないとﾏｼﾞﾔﾊﾞｲ。



そんなんで「たっちょーんっ!!!!」

とか呼べないから!!!!
ｵｰﾗｲ!!!大丈夫だ。ﾍﾞｲﾍﾞｰ。
お前なんぞ見ていやしないから!!!!（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとよろｼｺ。

ｺﾒﾚｽはまた明日。

ｺﾞﾒﾝなさい!!!!

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.10.29 Sat 明日５時起きなのにー。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるでっす。

いやいや、明日、「生きる２００５」の

ｲﾍﾞﾝﾄに参加してきまーす。

たぶんまひるは年内忠義に会えるのがこれが最後に

なると思うのでしっかり見て、楽しんで

こようと思ってます。

そんなわけで朝５時起きなのに

もっそりﾊﾟｿなんぞやってるｵｲﾗはｱﾌｫですか???（笑
しかもﾈｲﾙ、２回も塗りなおしたし。（撲殺

あー。福原まひるって意外とのんきくんなのかも。（笑

あー。この間、思い出したことがあって

飲み会に行ってその時一緒だった男子の

携帯番号を登録したんですよ。

でね、男子１名ちょっと変わった名前の

男子だったんですよ。

えーと。

「たけさぶろう」だったんだけど

次の日、まひるの携帯見たら「たけさぶれ」って登録

してあったんですわ。（笑

「ﾀｹｻﾌﾞﾚ。」って!!!!!（笑
自分ではたけさぶろうって登録したつもりだったんだけどなー。

たぶん酔ってたんだろうね。

で、即効ﾀｹｻﾌﾞﾚに電話して報告しました。（笑

なんかね、ﾀｹｻﾌﾞﾚはまひるの３つ年上だったのかな???
もう付き合いないんだけど

当時、ﾍﾞﾝﾂに乗ってた。（笑

何気に金持ちだった。（笑

ﾀｹｻﾌﾞﾚのくせに。（笑

今頃ﾀｹｻﾌﾞﾚは何してるのかなぁー???
なんか群馬に転勤になってそれで付き合いが



だんだん減っていってしまったのと

いろいろ男子女子の恋模様に諸事情が発生しまして

ﾀｹｻﾌﾞﾚとは仲良かったんだけど

気まずくなって消えていったよ。

その時もつれた女子とも付き合いなくなったしね。

元からそんなに仲良かったわけじゃないから

まぁ、その程度で消えてしまうような仲だったんだよね。

今日、見事にｵｶﾝが風邪ひいてましてー。

ご飯の支度はしてあったけど

お風呂入れたりいろいろしてたら

結局あんまり野ﾌﾞﾀ。が見れなくて

いまいち内容がわからなかったよ。

軽くｼｮｯｷﾝｸﾞ!!!!!
ちなみに言っておくと山下智久は太ったのではなく

鍛えすぎてﾃﾞｶくなっただけです。

だって先月だっけ???
ｦﾀ誌に胸周り９０とかあったよ。

女の人よりﾃﾞｶｲんですけど!!!!
軽く巨乳。

だからﾏｼﾞで脱いだらすごいんです!!!!状態に
なってるはず。

もやしっこ山下ｷﾎﾞﾝﾇ。

あー。絶対今、空たん（＠章大）は夢の中だよー。

だって２２時には寝るって言ってたもん。

そういや、またまた昨日、花沢類にﾔﾗﾚﾀ!!!!
やべぇーよ。

小栗がﾂﾎﾞにﾊﾏりすぎて小栗大好きっこになりそうなんですけど。

あー。「GTO」の時はめっちゃ小さくて
いじめられっこ役だった小栗ちゃん。

今じゃもっそいｽﾀｲﾙいいし、顔もｷｭってなってて

あー。好きかもー。

今、大倉忠義の次に好きかもぐらいの勢いで。

なんかね、たぶん小栗の顔はそんなﾀｲﾌﾟとかって



わけでもなくてま、ちょっとかっこいいかな???
ぐらいなんだけど

何???
花沢類???
あれがﾊﾏり役。

絶対人気上がってると思う。

やべー。小栗の握手会とかあったら

普通に行っちゃいそうだし。（笑

何言ってるの???
未だに斉藤兄弟とか塚本くんとかの握手会とかも

行ったことないくせに。

小栗の握手会は行っちゃうのか???
もう、だってさ、花より男子で１番好きなｷｬﾗが

花沢類だったし。

そこに小栗ときたらもうーねー。

ﾗﾋﾞｭｰですよ。（笑

あー。ｽﾃﾁ☆

花沢類、万歳!!!!!
って今日、小栗ﾈﾀしか書いてないし。

明日帰ってきたら即効、ｲﾍﾞﾝﾄを軽くﾚﾎﾟっちゃおうと

思います。

たぶん夕方に終わるから空とご飯食べて

夜ぐらいには帰ってくると思う。

午前様にはならないと思う。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとよろｼｺ。

ｺﾒﾚｽはお休みします。

ﾎﾝﾄｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.10.30 Sun 国技館行ったった!!!!（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけども。

さっき国技館のｲﾍﾞﾝﾄから帰ってきました。

めちゃくちゃ楽しかったよー。

なんかどうせ１曲か２曲ぐらいしか歌わないだろー

ぐらいの諦めﾓｰﾄﾞで行ったんだけど

ﾒﾄﾞﾚｰ＋１曲って感じでこれが良かったんだぁー。

まひると空（＠章大）は１０時ちょっと前に国技館に

着いたんだけどやっかしもっそい人の嵐だった。

で、２時間半ぐらい並んでだいたい半分ぐらいだったのかなぁー。

１階の後ろのｽﾃｰｼﾞから見て左ｻｲﾄﾞ。

で、石原ﾌﾟﾛの若手俳優の方達の演舞も良かったし、

和太鼓ももっそいかっこよかったよ。

石原ﾌﾟﾛじゃ、最近はこんなこともやるんだなぁー

ってことを知りました。

あー。もっそいじらせてｺﾞﾒﾝなさい。

それでエイトはですねー、

「好きやねん、大阪。」

「ﾀﾞﾝｽﾒﾄﾞﾚｰ」

「桜援歌」

「大阪ﾚｲﾆｰﾌﾞﾙｰｽ」

をﾒﾄﾞﾚｰで歌って（順番違うかも

ヒナちゃんが贅沢かもしれませんがって言って

「浪花いろは節」を最後歌ってﾉﾘﾉﾘ。

忠義がいろは節を踊ることはめったにないので

しっかり拝んできたよー。

で、司会の神田正輝さんと絡みもあって

ヒナがﾒｲﾝでしゃべってヨコが渡さんがすごく

気さくな方でーみたいな話をして

神田さんに大倉くんは２０歳になったんですよね???
みたく話振られて

「石原ﾌﾟﾛの方達のような大人になりたいです。」

みたいな発言してました。



つーか忠義に話が振られるって珍しくない???

神田さん、ﾅｲｽです!!!!
で、すばるも石原ﾌﾟﾛの炊き出しの話で話

振られて鮮度が最高です。みたいなこと

言ってました。（笑

すばるはもっそいﾃﾝｼｮﾝ高かった!!!!（笑
終わってからもﾒﾝﾊﾞｰみんなすごく楽しかったです。

暖かく迎え入れていただけてありがたいです。

ってもっそい言ってました。

ﾎﾝﾄに会場もエイトﾌｧﾝの方多くてすごく盛り上がってました。

ﾎﾝﾄにまひるも来れてよかったなーって思った。

エイトメンがﾎﾝﾄに今日、楽しかったんだなぁーって

感じることも出来たし、

最高だったよ。

あー。で、聞いて!!!!
問題はまひるの舘様ですよ。（笑

エイトの後だったんだけど

終始「関ジャニさんの後で申し訳ないんですが。」

みたいにめっちゃ腰が低くて。

しかもさすが舘様。
ﾘｽﾞﾑの取り方もめっちゃ面白いし、

前に体重かけて腰をｸｲｯｸｲっとやってﾘｽﾞﾑ取るんですよ。（爆笑

もう、空と２人して爆笑で。

神田さんにも「その腰の動きはｷﾂｲ年だね。」

みたく苦笑されてたし。

動きが怪しいの。

ﾎﾝﾄ天然なのかﾈﾗｲなのかさっぱりわからないの。（笑

もうずっと空と笑ってた。

で、ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞの時にみんなで

「上を向いて歩こう」を歌ったんだけど

安田さん、舘様の標的にあいました。（笑

ﾀﾞﾝﾃﾞｨｰ鷹山に肩を抱かれｽﾃｰｼﾞ右そでに。（笑

軽く安田さんﾃﾝﾊﾟってました。

終わった後、ずっと舘様に向かっておじぎしてました。



で、なんか恒例なんだと思うんですが

ｵﾊﾞさま達からのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄがｽﾃｰｼﾞに投げ込まれて

な、なんと横山さん、赤い紙袋もらってました。

なんか忠義も何かもらってたし。

もうおかしくておかしくて

ずっとずっとまひると空は笑ってました。

ﾏｼﾞ石原ﾌﾟﾛ最高。

いや、むしろ舘ひろしに乾杯。（笑

なんかだってさ、たぶん舘様のﾌｧﾝの方だと思うんですが

ﾋﾟﾝｸのｻｲﾘｭｳﾑずっと振ってる人がいて

それに舘様が気づいて

「光る棒を振っていただきありがとうございます。」って。（笑

光る棒って!!!!みたいな。（笑
空がまひるにもﾍﾟﾝﾗｲﾄ振れ振れってうっさくてさー。（笑

恥ずかしいじゃねーか。（笑

いや、手は満載に振ってみたけど。（笑

あー。舘様とエイトの共演最高でした。

舘様万歳!!!!!エイト万歳!!!!
また石原ﾌﾟﾛの方との共演あったら嬉しいなーと

思いました。

「生きる２００５」の出演者の方、ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに

お疲れ様でした。

ﾎﾝﾄに楽しい時間を過ごさせていただきました。

ありがとうございました。

石原ﾌﾟﾛの方達はよく山梨にお見えになるようなので

どこかでお会いした時には

「生きる２００５」見させていただきました。

って言おうと思ってます。

もちろん舘様ねらいですが。（笑

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。

疲れてるのでｺﾒﾚｽ本日も休業させていただきます。

溜めててｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.11.01 Tue 風邪ひいたかもー。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけども。

なんか職場でも風邪流行ってるし、

国技館の日に寒かったり汗かいたりしたから

風邪ひいたっぽくってさ。

そんなわけで昨日は早々寝てしまいました。

でも今日になったらちょっとﾗｸになってて

良かったーと思ってさ。

ﾎﾝﾄ、まひるが風邪ひくと半端ない苦しみが生まれるから。

熱も高熱が出るし、咳とかひどいし、

仕事に１週間ぐらい行けないぐらいひどい。

そう考えるとまひるはﾀﾚﾝﾄさんとか代わりのきかないような

仕事でなくて良かったなーって思う。

よくﾋﾟﾛｷとか高熱出しながら仕事してたじゃん???
えらいなーって思ったよ。

まひるなんてすぐﾀﾞｳﾝだし。

ﾍﾀﾚだから。

あーぁ。

今年最後の生忠義を見終わってしまって

今年どうやって乗り切ろうかなーと

悩み中です。

やっぱ「ｽﾋﾟﾘｯﾂ」かな???
ｽﾋﾟﾘｯﾂとやぐらのDVD見て乗り越えるしかないよね。
まだｽﾋﾟﾘｯﾂ予約してなくてさ。

今日、帰ったら予約しておこうー。

ちなみに今は漫喫にいます。（好きだねぇー???って言った???
まひるさん、安住の地だから。（笑

そうそう、携帯を機種変しましてー。

まだ全然使い慣れてなくて余計なﾎﾞﾀﾝ押してみたりして



あー!!!!（ﾌﾟﾁ）ってなってます。（笑
しかも前の機種がすごい使いやすかったので

今の機種が使いにくい。

つーかﾒｰｶｰが違うからそれは仕方がないにせよ、

まひるの前の携帯と空（＠章大）の今の携帯は

ﾒｰｶｰが一緒だけど完璧ﾊﾞｶ携帯に落ちぶれてるのは

なぜ???
だいたい、まひるの今の携帯もﾒｰﾙ画面にｽｸﾛｰﾙﾊﾞｰがなくて

果てしなく下まで見ていかないとならなくて

軽く殺意を覚えますわ。

ﾎﾝﾄ携帯ってｶﾀﾛｸﾞ見ただけじゃわからないよね。

１番いいのが今使ってる人のを見せてもらうのが

１番いいよね。

そんな人なかなかめぐり合えないんですけど。（涙

まぁ、しょうがないよ。

慣れだよ。慣れ。（笑

あー。焦ったー。

劇団演技者のヨコのやつ今日からだと思ったら

今日は「家が遠い」のﾒｲｷﾝｸﾞだよね???
じゃ、今日は早く寝るぅー。（笑

でもきっとﾒｲｷﾝｸﾞを見てしまいそう。（笑

あー。誰でもいいから∞ﾚﾝｼﾞｬｰで
「生きる２００５」について書いてくれないかなぁー。

もっそい面白かったのに

誰も触れてくれないと寂しいじゃん。

つーかﾔﾊﾞｲ。

眠くなってきた。

後ここで４時間は過ごす予定なのに。（笑

つーか今度の木曜日、祝日じゃん???



まひるはたまたま仕事休みなんだけど

休み返上とか言われそうでﾋﾞﾋﾞってるんですけど。（笑

でもまひるの仕事はまだ仕事の休みに自由が利くから

舞台とかｺﾝｻｰﾄとかいろいろ行けるけど

決まった休みしかもらえなかったら

その中でいろいろ日程やりくりして行かなきゃ

ならないわけでしょ???
それはｷﾂｲなーって思う。

やっぱ土日に休みとかだったら

ﾁｹも倍率高いしさ。

だから平日休みでよかったなーって思うよ。

別に前もって言えば土日に休みももらえるし。

だから空に日程あわせて行けるもんなー。

給料は安いけど好きなこと仕事にしてるし、

休みも割りと自由になるし、

案外恵まれてるのかも。

ま、それもこれも空のおかげだったりするんですけど。

空たん、いつも負担かけてしまってｺﾞﾒﾝね。

すごく助けてもらって感謝しています。

まひるには何も出来ないかもだけど

でもこれからも仲良くしてください。

恋してますか???
と問われると

やっぱし大倉忠義以外に浮かばない。

今は忠義だけ。

でもきっと何年かしたら現実に好きな人が出来て

結婚したりするんだろうな。

それでも忠義を応援していくとは思うけど

でももしかしたらｦﾀ卒してるかもしれない。

なんか国技館のｲﾍﾞﾝﾄに行った時に

後ろに並んでた地方から来た主婦の人がいたんだけど

１枚しかﾊｶﾞｷ当たらなかったらしいの。

それで家族４人で東京に来たんだけど

子供達を優先させるわけでもなく

自分だけ入ろうとしてたんですよ。



ちなみにエイトが目当てだったらしいんですけど。

で、その前に並んでた人が余分にﾊｶﾞｷを持っていたので

それを譲ってもらって子供達も入れることに

なったらしい。

でも自分がエイト見たくて

でも１人で東京まで来る勇気がなくて

家族引き連れて東京に来たけどーみたいなのはちょっと微妙

って思ってみた。

結果的に子供達も入れることになったからいいものの

自分のエイト見たさに家族を引っ張りまわすのは

良くないなーって思った。

まひるはそんな親にはなりたくない。

つーか３０代後半ぐらいの人だったんだけど

その年齢でその行動にエイトとか言ってるのも痛いかもって

思ってみた。

エイトからしたらﾌｧﾝに年齢制限なんてないかも

しれないけどやっぱり同じﾌｧﾝからしてみて

痛い以外の何者でもない。

いや、年齢より行動が痛い。

でもそうだなー。

３０代過ぎてもエイトとか言ってられるのは

気持ちが若い証拠でもあるのかな???
と自分が３０代になった時を考えてﾌｫﾛｰしてみる。（笑

まひるだったら１枚しかﾊｶﾞｷ当たらなかったら

子供はおいて自分だけ見に行くか

諦めていかないかのどっちかだなぁー。

家族振り回してまでは行けないわ。

しかも席が隣だったんだけど

エイトがｽﾀﾝﾊﾞってるのが舞台そでの方に

見えてたのね。

それ思いっきり身を乗り出して見てたからね。（笑

行動が痛い。

まひるでもやんねって。（笑

でもまひるは自分がｦﾀだから

もし、子供が出来て子供がﾀﾚﾝﾄさんに夢中になった時は

思いっきり子供に力を貸してあげたいなーって思う。

もしかしたらまひるも相変わらずエイトヲタやってる



かもしれないし。（笑

世の中何がおきるかわかりません。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとよろｼｺ。

ｺﾒﾚｽ

ゆいさん（＠信五）

陸（＠忠義）

めぇ（＠和也）

果林さん（＠貴久・隆平）

ありさ（＠博貴）

サイコ（＠忠義） ゆいさん（＠信五）
まひるもﾄﾞﾘﾎﾞ行けないので次にたっちょんに会うのは

来年の春ぐらいになりそうです。

つーか春に何かあったらだけど。（苦笑

「生きる２００５」面白かったですよー。

ヒナちゃん頑張ってました。

ﾚｺﾒﾝの電話でも言ってたけど今度は左ｻｲﾄﾞからﾆｷﾋﾞ出てました。

もともとヒナちゃんって肌荒れしやすいﾀｲﾌﾟですよね???
早く治るといいですね。

陸（＠忠義）

ﾘﾝｸ了解しましたー。

後でお邪魔しまーす。

めぇ（＠和也）

ﾘﾝｸ貼っておきましたー。

後でそちらのｻｲﾄにもお邪魔しますねー。
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果林さん（＠貴久・隆平）

ｺﾒﾝﾄありがとうございますぅー。

あと相ﾘﾝ了解いただきありがとうございます。

早速ﾘﾝｸ貼っておきましたー。

後で果林さんのｻｲﾄにもお邪魔しますねー。

なかなか検索しても丸ちゃん担当の方って引っかからない

んですよー。

だから丸ちゃん担当の方とお友達になれて嬉しいです。

これから仲良くしてください。

ありさ（＠博貴）

ﾏｼﾞで???
すごいなー。

まひるなんて今年１度も生ﾋﾟﾛｷを見てないのに。（苦笑

今年の運を使い果たしたぐらいの勢いだね。

でもきっと来年にはﾋﾟﾛｷも戻ってくると思うし、

それまで今年の思い出を胸に頑張って乗り切ろうよ。

DVD発売はﾋﾟﾛｷ担にとってしんどいかも
しれないけどでもﾋﾟﾛｷの分も頑張ってたﾒﾝﾊﾞｰを

しっかり目に焼き付けて欲しいと思う。

ﾀﾞﾝｽﾒﾄﾞﾚｰはね、章大はｿﾛがあったのに

忠義とかなかったからね。（涙

どうゆう基準だよ。（笑

空に章大はﾀﾞﾝｽ班だからね。って言われました。

何言ってるんですか???
忠義だってﾀﾞﾝｽはうまい方なんだから!!!!!（笑

サイコ（＠忠義）

ただいま〜。

国技館めっちゃ面白かったって。

空も最初は絶対神田正輝だよぐらいのこと言ってたのに

最後には舘様の虜だったからね。（笑

もう、舘様、何度も「関ジャニさん」って言ってた。（笑



そうそう、絶対、曲とか聴くとﾀﾞﾝﾃﾞｨに歌ってる

舘様を想像すると思うんだけど

絶対違うから!!!!（笑
腰を前後にｸｲｯｸｲってやってるから。（笑

しかも重心は前!!!!（笑
「STAND　BY　ME」とかも歌ったんだけど
ｽﾃｰｼﾞにお尻向けてお尻突き出してたし。（笑

軽く変態入ってました。（笑

有線いいなぁー。

まひるも家に有線引きたいんだよねー。

そしたらﾗｼﾞｵとかも大阪のやつも聞けるでしょ???
どうにかしたいんだけどさー。

黒髪の忠義は髪、だいぶ伸びてた。

ヒナちゃんもかっこよかったし、

丸ちゃんとすばるに至ってはガン見したけど

変化がわからなかったヘッポコ野郎のまひるですけどもー。

珍しく忠義が話振られててびっくしした。

あーゆう場でしゃべるのなんてヨコヒナぐらいじゃん???
なのに忠義が!!!!!みたいな。（笑
石原ﾌﾟﾛすごいよー。

入ったら会場でお米配ってたもん。

まひるは荷物になるからもらわなかったんだけど

空はもらったのね。

ﾏｼﾞ米重たかった。（笑

修二と彰、まひるも今日の帰りに買ってきまーす。

まひるもかんなりお気に入り。

たぶん毎日ﾘﾋﾟってしまうんだろうな。（笑

まひるもついでに「スピリッツ」予約してこよー。



2005.11.03 Thu 亮ちゃん、２１歳おめでとう!!!!

HAPPY　BIRTHDAY
RYO　NISHIKIDO
２１YEARS　OLD!!!!!!

亮ちゃん、誕生日おめでとう!!!!
亮ちゃんはもっそい大人で男らしくて

器も大きくてすごい男前な人だと思う。

でもしんどい時はしんどいって弱音はいてもいいんだよ。

弱音がはける仲間がいるんだもん。

忠義がｼﾞｪﾗっちゃうぐらいヨコと一緒にご飯食べて

ヨコにいっぱい愚痴ったらいいと思う。

だから亮ちゃんは１人じゃないんだよ。

たくさんの信頼出来る仲間がいて

応援してくれる関係者、ﾌｧﾝの人達がいるって

こと忘れないでください。

これからも亮ちゃんのこと応援していくからね。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけども。

いやー、最近ﾊﾟｿやるのが億劫なんですよ。

寒いから。（笑

風邪ひいてたってのもあるんですけど。

でもまひるの風邪は２日ぐらいで消えていったけど。

たぶん年明けに大きな風邪ひくんだよねー。

毎年恒例なんだけどさ。

そうそう、携帯を買って２日目にして壊しました。（笑

いきなり電源落ちて「ROM　TEST　７」って言う
ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞが出てさ。



で、auに電話したら代替機で預かって修理になると
思います。

って言われたのね。

で、次の日auに行ったらまひるがこの間機種変した時の
担当のお姉さんで。

即効新しいやつと交換してくれたー。

なんか思ったね。

最初は安い携帯ｼｮｯﾌﾟで買おうと思ってたんだけど

やっぱちょっと値段は高いけど

ちゃんと携帯電話ｼｮｯﾌﾟで買ってた方が

対応がいいってことを。（笑

そんなわけでﾎﾝﾄは５０００円引きで最新のやつ買えたんだけど

気に入ったやつがあってそれにした。

ちなみにW３１Tのｸﾞﾚｰです。
これがね、中の文字盤がﾋﾟﾝｸで可愛いんだ。

黒とﾋﾟﾝｸの組み合わせって大好きでさ。

前もここのﾌﾞﾛｸﾞのｽｷﾝがそうだったしね。

まひるはどうやらﾃﾞｻﾞｲﾝ重視らしいです。（笑

さてさて。

今日も考えたら木曜日ではないですか???
木曜日と言ったら勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽのｺｰﾅｰです。（笑
そんなわけで今日も言ったれ!!!!言ったれ!!!!!

渋谷すばる様

「生きる２００５」最高でしたね。

すばらしいｲﾍﾞﾝﾄだと思った。

まひるは「生きる」については

自分の今、精一杯出きることを頑張ってやっていくこと

なんじゃないかなぁー。って思うよ。

小児ｶﾞﾝなどで長く生きられない方もたくさんいると思う。

今、まひるがそうゆう人達にしてあげられることは

そのｲﾍﾞﾝﾄの時にやった募金かな。

そのぐらいしか出来ないし、

ｲﾍﾞﾝﾄに参加していろんなことを学んだりするのも



ひとつの手だよね。

２４時間TVでもやってたMAKE　YOUR　DREAMの
ﾋﾞﾗも見たんだけどなんか結構ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞに行きたいって

希望してる子がたくさんいて

そんな簡単なこともこうゆう子達にとったら

簡単に出きるようなことじゃないんだなぁーって

びっくりしました。

ｸﾘﾊﾟもﾄﾞﾘﾎﾞも行けないけど

でもまひるにはすばるの歌声届いてるから。

あ。ｱｯｼｭｸﾞﾚｰはわからなかったけど

ﾊﾟｰﾏ（？）はわかったよー。（笑

内博貴様

最近はいかがお過ごしですか???
相方の亮ちゃんが忙しいからﾋﾟﾛｷも寂しいかも

しれないけどあとちょっとの我慢だと思うので

それまでﾊﾟﾜｰ温存しててね。

復帰の日を待っています。

ﾋﾟﾛｷのいない間、エイトメンもたくさんのことを経験し、

多くのことを学んでいます。

だからﾋﾟﾛｷも負けないようにいろいろ学んで欲しいなー

って思います。

生ﾋﾟﾛｷを１度も見ないまま年を越してしまうのは

寂しいけど

でもまひるの心の中にはいつもﾋﾟﾛｷがいるから。

一緒に頑張ろう。

錦戸亮様

うーん。

亮ちゃん、まひるはそんなことないなーって

思ったよ。

いつもなら亮ちゃんの意見に賛成なんだけど

今日は違うんだ。

頂点に立つ事がすべてじゃないよ。

頑張ってるってゆう事実が大事なんだよ。



地味でもいい。

頑張ってることが大切だと思う。

それで頂点が取れたらそれはすごく喜ばしいことだと

思うけど

過程が大事だと思うんだ。

報われない努力とかたくさんあると思うけど

でも頑張ってる人は輝いてるとまひるは思う。

だから頂点に立つことだけがすべてじゃないとまひるは

思う。

丸山隆平様

丸ちゃんが珍しく短い···｡

どったの???丸ちゃん???
今年のｸﾘﾊﾟはまひる行けないから

なんか悲しいです。

空（＠章大）と今年も行きたかったのになー。

２人だから分かちあえることたくさんあるから。

ｸﾘﾊﾟに行くってことも意義あることだけど

空と行くことに意義があるのです。

だから今年は残念です。

また来年、丸ちゃん、会いましょう。

安田章大様

洋服買いに行く時はいつもすばると一緒なんだね。

でも２人の服装の好みって違うよね???
なんか最近の安田さん、妙だし。（笑

今の髪型も章大的時代の最先端なんだろうな。（笑

だって最近って男の子でも襟足は長いでしょ???
でも章大はあえて刈り上げたね。（笑

国技館の時に気づいた。（笑

それはありですか???
でも最近見慣れた気がするのはまひるだけ???（笑
もう章大がどんな髪型、服装にしても驚かないって。（笑



大倉忠義様

あー。ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ行きたいよー!!!!
忠義に会いたいよー。

エイトと年末を過ごしたいよー。

なんかまひるは忠義ってそんなに背が高いって思ったこと

なくてさ。

うち兄弟が１８０ｾﾝﾁ以上だから。

でも最近うっかし「忠義ﾃﾞｶっ!!!!」って思ったことが
ありました。（笑

ま、ｼﾞﾐｰに比べたら忠義は小さいのかもだけど。

あそこｵﾄﾝがもっそい大きいでしょ???
確か１９０ｾﾝﾁぐらいあるって聞いたことあるんだけど。

（違うかも）

そんなわけで上には上がいるものです。

あー!!!!
この間、国技館に行った時に

もっそいちゃんこが食べたかったの。（笑

近くにちゃんこの店があってさ。

あー。（涙

ちゃんこーって思ってた。（笑

どうやらｸﾗﾗはよっこんに捨てられたようですよ。（笑

飽きたら捨てるの???とか。（笑
ある意味爆笑ですよ。

最近、ﾈﾀが多くてね。（笑

まひると空の小ﾈﾀです。

最近よく仕込んでるんですよ。

話は戻してよっこんも忙しいんだよ。

亮ちゃんだってエイトと離れて仕事すること多いから

だからたまにはｸﾗﾗだけじゃなく

よっこんを亮ちゃんに貸してあげなよー。

ｸﾗﾗには丸ちゃんがいるじゃないかー。

欲を言えばまひるがいるじゃないか!!!!
ｲﾗﾈって???（笑
まぁ、そうゆうなかれ。

まひる、結構一緒にいたら楽しいと思うよ。

舘様ﾀﾞﾝｽも出きるから!!!!



今度見せてあげるよ。（笑

腰をｸｲｯｸｲっとやってあげるよ。（爆笑

村上信五様

まひるは１人でご飯食べること多いよ。

別に好んでそうしてるわけじゃないんだけど

家族と生活のﾘｽﾞﾑが違うし、

仕方がないかなーって思う。

だからヒナちゃんがうらやましいって思うね。

でも絶対一人焼肉はしないけどね。（笑

だって入るのも恥ずかしいし、

普通に喫茶店とかﾌｧﾐﾚｽぐらいしか１人で入れないよー。

本読みながらとかそんな感じ。

食事は大勢でにぎやかに食べましょう。

横山裕様

あー!!!!
まひるもそれ好き。

ﾖｰｸﾞﾙﾄに蜂蜜入れるやつ。

あと時々ﾊﾞﾅﾅも入れる。

横山さん、人見知りしない宣言しましたね???
それで最近なんか更に前へ前へ出た感じがするんですかねー。（笑

まひるも人見知りするんだけど

絶対人見知りは損だよねー。

それはまひるも思う。

最近はなるべく頑張ってるんだけど。

ヨコ、一緒に頑張ろうねー。

じゃ、長くなったのでこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとよろｼｺ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽ

みちさん（＠隆平） みちさん（＠隆平）
いやいや、みちさんはお若いですって!!!!
しかもみちさん、お子さんいらっしゃるんですよね???
全然そんな風に感じないですよ。

むしろうらやましいぐらいで。

まひるなんて忠義大好きのあまりに７年お付き合いした

彼氏と別れましたからね。（苦笑

だから普通に結婚できて家庭が持てる方が

うらやましいです。

ﾎﾝﾄ自分でｱﾌｫだなぁーって思いますもん。

結婚の話とかも出てたんですけどね。

でもまだ２２歳で結婚とか考えたくなかったし。

まだまだ忠義のこと応援していきたいなって

思ったし。

たぶん彼氏が同じ山梨の人だったらたぶん結婚したと

思うんですけど北陸の人で。

もうその遠距離よりも忠義に会いに行くことを

選んでしまったｱﾌｫ娘です。



2005.11.04 Fri 花沢類ーっっ!!!!（涙

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるです。

つーか花沢類、ﾌﾗﾝｽに旅立ってしまったんですけど。（涙

つーか３話にして消えるか???
花沢類。

かんなり男前だったんですけど!!!!!

花沢類萌え〜!!!!!
で、号泣する司。（笑

面白い。

かんなり面白いんですけど!!!!!
雨の中、ひたすらつくしを待つ司、

ちょっと泣きそうになってもうたよ。

あー。まひるって単純。

やべー。ﾎﾝﾄﾄﾞﾗﾏにﾊﾏってるぅー。

今、１番好きなﾄﾞﾗﾏだね。

次が野ﾌﾞﾀ。

横山さん、お気に入りの井上真央ちゃん頑張ってますね。

真央ちゃん、ﾎﾝﾄ可愛くなったよねー。

まひるさんもひっそりこっそり好きです。

つーか今日の仕事は疲れた。

忙しくて疲れたんじゃなくて暇すぎて疲れました。

時間をどうやってつぶすかが大変で。

適度に忙しい方が精神的にも肉体的にもﾗｸだよね。

そだ。携帯の待ちうけ、安室ちゃんにしたの。

もっそいかっこいいやつがあってさ。

ﾏｼﾞで大好き。

時々、空（＠章大）にもらった忠義ｶﾗｰのやつにしてるんだけど。

なんかまひるってよく待ちうけとか変えるね。

画像とか集めるのもっそい好きだもん。



そんなわけでSDｶｰﾄﾞのﾒﾓﾘｰが足りないので
新しくﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞを買おうと思ってさ。

今、使ってるやつが１６MBなんだけど
近所のｺﾝﾋﾞﾆに３２MBが売っててさ。
こりゃ買うしかないっしょーって思ってみた。

あ。今日、TVぴあ買ったのね。
そこでたまたま相葉ちゃんのとこ読んでたのね。

そしたら大阪の舞台終わった後、ヨコと

ご飯食べに行ったんだって。

その後忠義も呼んで３人でﾀﾞｰﾂやったらしいです。

やべぇー。

そんなのもっそい参加したいじゃん!!!!
相葉ちゃんとヨコと忠義だよ。

豪華絢爛じゃん。
不思議ちゃん勢ぞろい。（笑

ちなみに相葉ちゃんは忠義のことを

「大倉」と呼んでいました。

相葉ちゃんと忠義がそんな仲だったなんて!!!!!
知らなかったわー。

そういや、相葉ちゃんって今年でいくつだっけ???
２３歳とかになるんだっけ???

えぇー!!!!
忠義の３つも上なのかよ!!!!

見えない。

ﾃﾞﾝﾃﾞﾝ見えない。
だいたい来年２月の誕生日で剛つんが２７歳になるって

ことがおかしい。

森田剛が２７歳なんて!!!!
はぁー。

忠義もそうやって年齢を重ねていくのかなぁー。

亮ちゃんも昨日、２１歳になったことだし。

なんか担当とかやってると毎年毎年お祝いしたり

するじゃない???



だからそんなに年齢でびっくりすることもないけど

ちょっと好きぐらいだと年齢って

そんなに追っていかないから自分の中でﾋﾟｰｸの頃の

年齢で止まってるからもっそいびっくりする。

まひるが相葉ちゃん、好きだった頃なんて

まだ１０代の頃だし。

だから自分だってそれだけ年を重ねてるんだけど

でもやっかし相葉ちゃんの年齢はその頃から

止まっているからなんか今年で２３歳とか

びっくし!!!!!!
相葉ちゃんが中学生の頃から応援してたんだもん。

そっかー。

相葉ちゃんも２３歳かぁー。

そうだよなー。

嵐がﾃﾞﾋﾞｭｰして昨日で６周年だったんだよね。

おめでとうございます。

すっかり忘れてました。（ﾁｰﾝ

嵐担、半年だけやりました。（笑

まひる、どうも記念日とかって弱いんですよー。

覚えられないし、気にしないし。

ﾀﾞﾒﾀﾞﾒ人間でしょ???
はいー。基本ﾀﾞﾒﾀﾞﾒ人間なんですよー。

つーかまえけんのｹﾞｲって話、もっそい引きました。

なんか一応、エイトも絡みあるから

やっぱ気になるってゆーか。

ねらわれてないよね???
大倉忠義さん。（笑

忠義、いい感じのﾌﾟﾘｹﾂしてるからさー。

ﾎﾝﾄﾔﾊﾞｲって!!!!（笑
誰かﾌｫﾛｰﾖﾛｼｸ。

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとよろｼｺ。

ｺﾒﾚｽ

萌さん（＠博貴）

陸（＠忠義） 萌さん（＠博貴）
初めまして。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

もっそい嬉かったです。

そうですかー。副担がたっちょんですかー。

まひるも元仁担で副担がたっちょんだったんですよー。

それがいつの間にか大倉担ですよ。（笑

もちろん絡みましょー。絡みましょー。

後で遊びにいきます。

陸（＠忠義）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

やっぱ基本的にエイトメンの誕生日ﾌﾟﾗｽ気になる人の

誕生日は祝う。（笑

ｸﾗﾗ、またきっと拾ってもらえるよ。（笑

やっぱヨコとｸﾗﾗは基本的に飯友だからね。（笑

あー。ぜひご一緒したいものですなー。

男前２ｼｮ素敵。

ﾏｼﾞ最高ー。

ｸﾗﾗが立った!!!って言っちゃうよ。（笑
おのれはﾊｲｼﾞか。（笑
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2005.11.05 Sat 書くことに意義があると思いたい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけども。

なんかいっつも仕事終わって帰ってくるのが

２１時半ぐらいで野ﾌﾞﾀ。がいつも途中からなんだよねー。

これはどうにかならんのか???（笑
いつも２０分ぐらいしか見れないの。

内容を理解するのにいっぱいいっぱい。

ﾋﾞﾃﾞｵにも録ってないから

後でまとめて友達にﾀﾞﾋﾞってもらおうと思ってるんで

それまでは我慢かな。

でも今日の彰、男前だったなー。

「野ﾌﾞﾀ。に水けかけるようなことしたら許さない」

みたいなこと言ってて

すげぇー。彰がまともだ!!!!って思った。
でもあのｹﾗｹﾗって感じの笑い方はどうにかならんかね。（笑

あ。そうだ。

『修二と彰』ﾐﾘｵﾝｾﾗｰおめでとう!!!!
今年初なんだってね。

ﾐﾘｵﾝｾﾗｰって。

ｹﾂﾒｲｼの「さくら」が９４万枚らしいから。

すげぇ!!!!
やっぱ亀ちゃんと山下が組むとこんな結果が生まれるんだ???
って超びっくししてみた。

ｹﾂﾒｲｼの「さくら」を超えるってどうよ???
半端ねぇーよ。

KAT-TUNのﾃﾞﾋﾞｭｰとかがもっそい怖いです。
あー。やっぱ「修二と彰」予約してて良かった。

いや、お店に普通に売ってたけどね。

まひるが行ったの前日の夕方だけど。

でも２枚ぐらいしかなかったけどね。

ﾎﾝﾄ「ﾄﾗｼﾞ・ﾊｲｼﾞ」もびっくしだよねー。



こんなことｦﾀのまひるでさえも予測してませんでした。

ﾐﾘｵﾝｾﾗｰって!!!!
追加で５０万枚が出荷されるらしいから

今のとこﾄｰﾀﾙで１５０万枚らしい。

ほぇー。

最近ね、ﾌﾞﾛｸﾞを書くことちょっと躊躇しちゃうんですよ。

なんか面白いことも書けずにこのままで

いいのかな???って。
ﾎﾝﾄ最近ﾋﾟｰｸの頃に比べたらｽﾗﾝﾌﾟで。

それは自分でも感じてるんだけど

このまま書いててもいいのかなぁーとか思うんだ。

でも考えたらﾌﾞﾛｸﾞってそんなに難しく考える必要も

ないのかなって思った。

なんか最初は自己満で始めたﾌﾞﾛｸﾞなんだし、

これからもずっとずっと自己満でやっていけば

いいじゃんって思った。

忠義のこと勝手に書いて勝手に盛り上がって

それでいいのかもって。（笑

そりゃ読んでくれてる人が増えたりするのは

うれしいことだけど

でも逆に書けなくなる内容だって出てくるわけだし、

だったら別に無理して増やさなくてもいいんじゃないかって

思う。

読んでもらいたい人にだけ読んでもらえればいいかな

って思った。

なんかさ、時々、忠義ってｦﾀみたいな髪型してる時ない???（笑
たぶん黒髪で長めの髪してる時なんだけど。

まひるが初めて意識してみるようになった時も

黒髪で長めの髪してた。

さんざん空（＠章大）にｦﾀっぽいとか言われて

ﾏｰｼｰの方がいいじゃん。とか言われて

それでも一歩も引かず

たっちょんの方がかっこいい!!!!



って言い続けたまひるです。

その結果が現在なのです。

だから今の髪型が当時とかぶる。

５年前の大倉忠義とかぶる。

こうしてまひるは大倉忠義のことを

書き続けることでしょう。

過去、現在、未来の忠義をまひるの目を通して見た

大倉忠義という男を書き続けていきたい。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとよろｼｺ。
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2005.11.06 Sun 簡単に壊れる愛じゃない。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんか空（＠章大）とも話してたんだけど

最近のまひる、ﾌﾞﾛｸﾞ自分で納得のいくもの

全然書けてないんだよね。

なんか見てくれてる人が減ってるとか増えてるとかよりも

自分の納得いくものが書けてないのが

１番ｼｮｯｸかなぁー。

そしたら空が一緒に買い物に出かけようって誘ってくれて。

とりあえず空と一緒に過ごして１日笑って

ｽﾄﾚｽ解消しようかなーって。

なんか先月はﾎﾝﾄまひるの中でいろいろあった月で

一人じゃ抱えきれないぐらいで。

あとｸﾘﾊﾟもﾄﾞﾘﾎﾞも行けないじゃない???
だからどこに向かって頑張っていけばいいのか

目標が見つからないってゆー感じ。

たぶんそこが１番大きいんだろうな。

そんでもってさっきまで「座頭市」見てました。

前にも見たことあるんだけど

もっそい好きな映画。

まひるさん、血がﾋﾞｼｬｰっと出るやつ案外平気。

むしろ好き。

好きな映画ってたいがい血がﾋﾞｼｬｰって出るやつだし。

でもそうゆう願望みたいなやつは全然ないんで。

なんかそこの深層心理がうまく説明出来ないんだけど

基本的にﾊﾞｲｵﾚﾝｽもの大好き。

ﾎﾗｰ大嫌い。

わかる???この違い。
ｵｶﾝも「座頭市」見てたけどたぶん途中で

ﾁｬﾝﾈﾙ変えたと思うよー。（笑

ｵｶﾝ、ﾊﾞｲｵﾚﾝｽっぽいやつ嫌いだから。



でもやっぱﾊﾞｯｻﾊﾞｯｻと切るのと最後のｹﾞﾀｯﾌﾟが

やっぱ気分いいんだよねー。

ｹﾞﾀｯﾌﾟめっちゃ大好き。

やっぱそこはｼﾞｬﾆ好きの血が騒ぐってゆーか。（笑

なんかそうゆうｼｮｰ的な魅せる!!!!!
みたいな場面がもっそい好き。

基本そこだから!!!!
だからぶっちゃければどのｸﾞﾙｰﾌﾟも好きなんですよ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞのｼｮｰ的な部分持ってるから。

で、中でもエイトのお笑いの部分が

まひるにｸﾘｰﾝﾋｯﾄしてるんですよ。

だからやっかしKAT-TUNなんかも大好きだし。
でもエイトの笑いもとれるけど泣かせる歌も歌えて

みたいな部分がすごく好き。

エイト見てたらずっと笑っていられるってゆーか。

なんか今回、まひるｽﾗﾝﾌﾟじゃないですかー???
で、やっぱそれはエイトの存在が大きく関係してるんだな

って思った。

エイトに次いつ会えるからってゆう

目標みたいなのがあって

そこで初めて頑張ろうとか思えるんだなーって

正直腰抜けですよ。

エイトに会えることが約束されてないから

頑張れないとかそんなのただの腰抜けだよね。

エイト大好きで、でもエイトに会えなくても頑張ってる人

たくさんいるのにさ。

結局我慢を今までしたことがなくて

いつも次はいつごろ会えるみたいな保障があって

だから頑張れてこれたんだなぁーって

今日、気づいた。

ある意味それはそんな簡単なことで崩れてしまうだけの

エイト愛なのか???
ってゆーのと

大好きで大好きで仕方がないから心が崩れていってしまう

ってゆーのと２ﾊﾟﾀｰﾝなんですよ。

でもこんなことでまひるの忠義愛は壊れたりはしないし、

そりゃ会えなくて苦しくて切ないけど



でもここを乗り切れたらまひるは大きく成長すると

思うんですよ。

だから頑張って乗り越える。

大げさだよーって思う人もいるかもしれないけど

まひるにとってそれだけエイトの存在、

忠義の存在は大きいのです。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。
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2005.11.07 Mon 忠義愛。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

やった。まひるの１週間が終わったー。

明日、お休みだぁー。

でも明日、通院だから全然ゆっくり寝ても

いられないんだけどね。

まひるとしては目覚ましかけずに目が覚めるまで

ずっと寝ていたいんだけどねー。

そんな休日が欲しいです。

ﾎﾝﾄに１週間疲れたよー。

さてさて。

昨日、やぐらのﾑｰﾋﾞｰｹﾞｯﾄしたのね。

いや、やぐらは見たんだけど

そこのｼｰﾝが記憶になくて。（笑

なんかﾅﾚｰｼｮﾝは覚えてるんだけど

映像が記憶になくて見たら

忠義が腰ｸﾞｲﾝｸﾞｲﾝまわして踊ってるとこで。（笑

ﾏｼﾞｴﾛｲっつーより笑った。（笑

いやね、ﾏｼﾞ腰はすごかったの。（笑

でもなんか爆笑してしまった。（笑

ｴﾛかった。（笑
でも妙にﾘｱﾘﾃｨありすぎで逆に笑ってしまった。（笑

いやー。ｲｶﾝですよ。

あれは。

反則だと思うもん。

ま、大倉忠義さん見てたら反省してください。（笑

最近、忠義さんのｴﾛさにﾘｱﾘﾃｨを感じるのはまひるだけですか？？？

たぶんまひるだけだと思うわー。

まひるが反省って感じかも。（笑



あ。今日、ｦﾀ誌発売だっけ???
明日病院の帰りに買いにいこうー。

なんか今は少しでも忠義の言葉が聞きたくて。

どんな小さなことでも忠義の言葉が聞きたい。

ﾘｱﾙな大倉忠義じゃないけど

でも今のまひるにとってすごく大切なことだから。

ちょいﾘｱみたいな感じだしね。

忠義の言葉ひとつひとつが今のまひるには大切だし。

いや、いつも大切だよ。

でも今、まひるすごく自分に自信なくしてるし、

忠義の言葉ひとつで大きく違ってくると思うんだ。

だからどんな言葉も聞き逃さずに自分のものにしたい。

忠義、まひるは頑張るからね。

まひるは忠義の言葉ひとつひとつにすごく

励まされる。

そうやって一歩づつ強く踏み出していくんだ。

前へ前へと。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.11.08 Tue 新たな切り口から見るのもありだよ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は病院行って帰りにｦﾀ誌買って帰ってきた。

まだ全部のﾒﾝﾊﾞｰ読んでないんだけど

とりあえず忠義だけﾁｮｲｽ。

なんか忠義も大きく成長したんだなぁーって

思った。

仕事に対して気持ちのぐらつきがないって

すごいことだと思うよ。

ﾎﾝﾄ最近の忠義見ててすごく堂々としてて

ｶｯｺｲｲなってまひるが見てても思うもん。

もともとがそんなにﾃﾝﾊﾟったりするﾀｲﾌﾟではないと

思うんだけど

やっぱり今年の夏の影響ってかなり大きいんじゃ

ないかなぁーって思う。

前夜祭、ｻﾏｽﾍﾟにおいて忠義は完璧だった。

堂々としたｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞを魅せてくれた。

そんな忠義がｶｯｺｲｲと思うし、

まひるも小さなことでｳｼﾞｳｼﾞしてる場合じゃないな

って思った。

なんかね、最近雑誌でも∞ﾚﾝｼﾞｬｰでもｸﾘﾊﾟのことが
たくさん書かれてるじゃない???
だからそうゆうの読むとやっかし凹むのね。

あー。すっごい楽しいんだろうなーとか

あー。こうゆうのもやるかもしれないんだ???
とか読んで凹むんだ。

でもね、ここで見れなかった分、次見た時に

ｸﾘﾊﾟ、ﾄﾞﾘﾎﾞでのエイトの成長とかがわかるんじゃないかなー

って思ったのね。

だから自分で決めたことだし、

誰のせいでもなくて自分で決めたこと。

これもエイトを新たな切り口から見るﾁｬﾝｽなんじゃ

ないかって思うんだ。



ちょっと距離置いてみてそこでまたエイトを見てみるのも

いいのかな???ってまひるは思った。
そう思ったらすごく気持ちがﾗｸになれた。

だから次会えるのを楽しみにしています。

エイトのみんな。

その時は完全色で会いましょう。

で、１ﾘｯﾄﾙの涙を見ましたー。

もうﾎﾝﾄ毎回だけど涙涙ですよ。

沢尻ｴﾘｶちゃんがもうﾎﾝﾄけなげで可愛いの。

ｷｭﾝ死しそう。

遥斗とかもう完璧あやに恋してますよ。

一生懸命、あやの病気のこと調べたり、

先生に食ってかかったりして

反抗もしなかった親に反抗してみたり

完璧あやに恋してるって。

しかも絶対あやのﾋﾟﾝﾁの時とか

支えてもらいたい時に遥斗はいるのね。

もうそんなことやられたらまひるは

絶対遥斗に落ちるけどね。（単純

冷めてるようで案外一生懸命な遥斗。

まひるは好きです。

亮ちゃんのちょっと口とんがらせた感じで言う

ｾﾘﾌがもっそい可愛いし。（笑

亮ちゃんっていつも恋に不器用な男の役じゃない???
なんかそれがもっそい可愛い。（笑

実際は絶対すごいﾃｸﾆｼｬﾝだと思うなー。（笑

ﾃｸﾆｼｬﾝ言うな!!!!!って感じですか???（笑
そしてｺﾞﾒﾝﾈじゃなくてありがとうと言うことを

学んだあやは偉いと思う。

まひるもたぶんあやの立場だったら絶対ｺﾞﾒﾝね。

ってひたすら言ってると思う。

でも違うんだよね。

ｺﾞﾒﾝﾈ。じゃなくてありがとうなんだよねー。

前向きにひたすら生きるあやは偉いと思う。

この間、国技館の「生きる２００５」ってｲﾍﾞﾝﾄに



参加してきたけど

たくさんの人が病気と戦っていて

すごくいいいｲﾍﾞﾝﾄに参加させてもらったなーって

思いました。

つーか１２月に山梨のお城跡地でｻﾝﾘｵのｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝの

点灯式があるんですよ。

だから空（＠章大）と１２月に入ったらｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ

観に行こうかなーと思ってて。

行ったら写ﾒｱｯﾌﾟしますねー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。

ｺﾒﾚｽ

ヒメグマさん（＠忠義・淳之介） ヒメグマさん（＠忠義・淳之介）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

お久しぶりですぅー。

最近絡んでなくてｺﾞﾒﾝなさい。

そうですかー。

ﾌﾞﾛｸﾞ閉めるんですね。

了解しました。

ﾘﾝｸははずしておきます。

でもまた遊びに来てくださいね。

ﾌﾟﾛﾌのとこにﾒｱﾄﾞも載せてるので

暇な時にﾒｰﾙで絡むのもありかな???
なんてずうずうしく思ったりして。（笑

ま、それは冗談ですけど

これからも仲良くしてくださいね。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.11.09 Wed 「ﾛﾝﾘｰﾏｲﾙｰﾑ」

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いやね、昼間に目覚ましなんてかけたら暇で暇で。（笑

いっそのこと夕方まで寝て過ごせばよかったわ。

つーかﾚﾐｵﾛﾒﾝの歌ってる「３月９日」って曲は

ｵﾘｼﾞﾅﾙですか???
誰か知ってる人教えてください。

１ﾘｯﾄﾙの涙の合唱で歌ってた曲です。

今更ながらﾚﾐｵﾛﾒﾝにﾊﾏったのでＣＤでも買おうかなーって

思ってるんですけども。（笑

つーかつーかﾚﾐｵﾛﾒﾝって山梨出身なんですよ。

勝沼ってゆう葡萄で有名なとこの出身らしいです。

うーん。まひるんちからだと遠いですね。

なにげに山梨出身のﾐｭｰｼﾞｼｬﾝの方好きなんですよ。

ＴＨＥ　ＢＯＯＭとか。

良い曲歌うなーってすごく思いますね。

ﾚﾐｵﾛﾒﾝはﾃﾞﾋﾞｭｰ当時からもちろん知ってたんですけど

なんか今までＣＤ買う経緯に至らなくて

１ﾘｯﾄﾙの涙ですっかりﾊﾏってしまいました。

ちなみにまひるの現在の着うたが「粉雪」です。

これでｱﾋﾟっていきます。（笑

ちなみにたのきんの田原俊彦さんも山梨出身ですね。

所謂、世間様にｼﾞｬﾆｰｽﾞの名を不動のものとした

たのきんﾄﾘｵの田原俊彦さんです。

数ヶ月ぐらい前にＴＶで見たらむちゃくちゃｵｯｻﾝに

なっててびっくりしました。

だってその数ヶ月前に田原俊彦さんとか近藤真彦さんとか

出てた金八先生を見てたから。（笑

いやー。その時の田原俊彦さんがむちゃくちゃ

可愛かったんですよ。

自分の目を疑いました。（笑



疑うな。（笑

山梨も侮れないものです。（笑

いやー。地元万歳です。

あ。横山さんの「ﾛﾝﾘｰﾏｲﾙｰﾑ」見たよー。

ﾏｼﾞで横山さん天然っこで可愛いですけど。

久々にヨコを男前じゃなく可愛いって思ったよ。

なんかあーやって他の役者さんと一緒にいると

ﾎﾝﾄヨコが綺麗な顔してるんだなーって改めて思ったよ。

うわー。失礼発言。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞってすげぇなって思った。（笑

なんか普通に同じｸﾗｽとかにいたら絶対惚れるなって思った。

しかも横山さんの性格。

好きになっちゃうｶﾓｰ。（笑

またね、ヨコが「なつき」って役名で

友達からは「なつ」って呼ばれてるのね。

もうそれがかわえぇーの。
「なつ」。（笑

うーん。可愛い。

そしてなつはﾏﾏﾝに愛されております。

ﾏﾏﾝから２回も電話かかってきて

引越しの手伝いに行くとか言われて。

断ったんだけどﾏﾏﾝは風水を習ってるからとか

言って勝手に出動。（笑

ちなみにﾏﾏﾝは森下愛子さんです。（笑

もうそれだけで笑っちゃうでしょ???
木更津のﾛｰｽﾞ姉さんこと森下愛子さんです。（笑

じゃ、今からｦﾀﾋﾞ鑑賞の旅に行ってまいります。

また「やぐらﾀﾞﾝｽ」のＤＶＤ見て

ｦﾀ誌熟読しようと思って。

ほなおつー。

ｺﾒﾚｽお休み中です。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｺ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.11.10 Thu ﾅｲﾄﾊﾟｯｸ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は、漫喫のﾅｲﾄﾊﾟｯｸにやってきてます。

だってｵﾄﾝがﾊﾟｿ控えろって怒るんだもん。（涙

そんなわけで自分のﾊﾟｿが戻ってくるまでの

約２ヶ月の間はなるべく携帯からと漫喫からの

更新になると思います。

不自由かけますがどうぞﾖﾛｼｸ。（笑

つーか最近目がﾁｶﾁｶしてしゃーないの。

今年のﾄﾞﾘﾎﾞの辺りからなんだけど

たぶん視力が落ちてるのね。

だから明るいとことかまぶしいし、

薄暗いとこは目がｼｮﾎﾞｼｮﾎﾞするし、

ﾎﾝﾄ最悪。

とりあえず来月辺りに新しいｺﾝﾀｸﾄを買う予定。

それまでは我慢です。

さてさて。今週もやりますか???（笑
知ってる方は知っているまひるの勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ。（笑

渋谷すばる様

新企画をﾁﾝﾊﾟﾝｼﾞｰと考え中ってあった。（笑

もうその時点で笑ってもうた。（笑

そして出たー!!!!!
やっかし亮さんの誕生日をお祝いしたのね???
つーか今日のすばやんの文章めっちゃ面白いんですけど。

すばやん絶好調です!!!!!（笑
そして亮ちゃんのﾎﾞｰﾘﾝｸﾞがﾍﾎﾞかったことにｳｹ。（笑

亮ちゃんでもそんな時があるんだね。



絶対何があっても男前だと思ってた。（笑

ｶﾞｰﾀｰ多しだったのね。（笑

そんな亮ちゃんが見てみたい!!!!!
すばやん、１７８ってすげぇ!!!!
まひるは絶対、亮ちゃんと競っちゃうぐらいｶﾞｰﾀｰの

多い人です。

鼻ﾃﾞｶ兄やんってヒナだよね???（笑
ヒナちゃんのことどつきまわしてたんか???（爆笑
ﾏｼﾞｵﾓﾛｲ。

そしておﾀﾞｰﾂ。（笑

たいした笑いもなくってあーた。（笑

それが１番痛いじゃん。（笑

せめて的を外しまくる錦戸亮とか

めちゃくちゃうまい錦戸亮とかが見たいじゃん。（笑

そして白子豚ってヨコだよね???（笑
つーかなんか今日のすばやんの文章が冴えすぎてて

めちゃくちゃ笑った。（笑

白子豚って!!!!!（笑
白子豚の誘いにまんまとのり、２万円を減らした

渋谷すばるがﾅｲｽですよ。

若干凹んでしまった渋谷すばるが可愛い。（笑

ちょっと渋谷兄さんに萌えた。（笑

ﾅｲｽ渋谷兄さん。（笑

ﾏｼﾞ久々に∞ﾚﾝｼﾞｬｰで爆笑した。（笑

内博貴様

こんばんﾜﾝﾂｰ。

なんかﾎﾝﾄﾋﾟﾛｷに会えないまま今年を終わらせることに

なりそうです。（涙

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに寂しいです。

世の中何が起こるかわかりません。

やっかし行ける時に行っておいた方がいいって

ことよね???
ま、NEWSｺﾝなんて行きたかったけどまったく持って
行く余裕もなかったんですけど。

悲しい。悲しすぎる。



でもいつかはエイトコンだけじゃなく

NEWSとして頑張ってるﾋﾟﾛｷと亮ちゃんをしっかり
観に行きたいと思ってます。

是非ともﾖﾛｼｸ。

錦戸亮様

亮ちゃんの文章ってﾎﾝﾄ詩人だよね。

つーか亮ちゃんはﾎﾝﾄにﾊﾟﾊﾟとﾏﾏって呼んでるのか???
そこが知りたい!!!!!（笑
つーか錦戸亮はどうして子供の頃、

しかも保育園の頃の話をそんなに鮮明の覚えてるのかが

不思議。

まひるはほとんど記憶のない子なので。（笑

保育園のことで覚えてるのは

よくおもらしした子だったっていうのと

正義感の強い子だったっていうのと

初恋の男の子がじゅんいちくんって名前の子だったこと、

とかそんな程度しか記憶にないもん。

まるっきりｱﾎな子です。

ﾚﾘﾋﾟｰなんて覚える頭があるわけもなくー。（笑

さすが錦戸亮は違うな。と思った瞬間なのでした。（笑

丸山隆平様

幸せだったことに気づく瞬間。

それは自分が落ちている時ではないでしょうか。

そう。比べる対象がなければ幸せだと感じることは

まずあり得ないと思われます。

と言うことは丸ちゃんは今、落ちているのでしょうか???
誰でも自分がやっかし１番大切だと思うし、

自分を犠牲にしてまで人に優しくとかって

なかなか出来ることじゃないよね。

自分に余裕があってそこで初めて

人に優しく出来るんだと思う。

でもまひるもやっぱり人に親切でありたいし、

誰かを大切にって思うよ。



それは家族だったり相方の空（＠章大）だったり

エイトだったり。

そんな毎日です。

つーか丸ちゃん、怖いよ。

後半部分の話。

まひるだったら泣きながら走るよ。（笑

丸ちゃんも気をつけて帰ってください。

安田章大様

ﾎﾝﾄ気温がめちゃくちゃで洋服が定まりません。

なんかすっごい章大の話聞いてて

毎日が充実してるんだなぁーって思って

すごく羨ましかったです。

まひるの毎日は生活することに追われていて

充実って言うよりも今日何が起こったかも

わからないぐらいな生活で

軽く凹みます。

エイトのような仲間を持てたらきっと

違った生活が送れるんだろうなって思います。

うーん。職場の先輩とか面白くて

勉強になったりもするんだけど

なんか結構気分やさんで機嫌悪い時とか

よくあってなんか先輩に気を使ってる自分がｲﾔで。

だからﾎﾝﾄ腹割って話せるぐらいの関係に

なれたらいいのになって思います。

ありがとう。章大。

大倉忠義様

なんか忠義はﾎﾝﾄに亮ちゃんのことが好きなんだね。

つーか今回のﾚﾝｼﾞｬｰで錦戸亮が案外ﾍﾀﾚだと

言うことが発覚しました。（笑

絶対何やらせても男前な人だと思ってたので

意外です。

そんなとこもエイトメンじゃなきゃわからないことなので

なんだか嬉しく思えるよ。



亮ちゃんは忠義も言ってたけど

すごいカッコいいｽﾃｷな２１歳だと思うよ。

えぇー。あの時の電話って何???
もっそい気になるじゃん。

亮ちゃんと忠義の秘密だぁー。（笑

なんか絶対すっごいいい感じの話だったんじゃないかと

思います。

知りたいです。

いいなぁー。そうゆう男同士の会話ってゆーかさ。

村上信五様

まひるもそう思う。

仕事と体調に大きな波が出てはﾀﾞﾒだとまひるも思う。

常にﾍﾞｽﾄが１番いいと思う。

それが結構難しいんだよね。

まひるはたぶん今、仕事に対して波がすごく大きく

揺れてる方だと思うんだよね。

だからﾀﾞﾒだなーって思うんだけど

ヒナちゃんってﾎﾝﾄ比較的安定してて

すごい大人だなーって思うよ。

いつもﾍﾞｽﾄって感じがするもん。

そりゃ深いとこまで話が進んだら

ﾍﾞｽﾄじゃない日もあると思うんだけど

でもまひるから見たら結構ﾍﾞｽﾄをｷｰﾌﾟしてると

思うよ。

だからこれからもそうあり続けてほしいって

思う。

ヒナちゃんは絶対大人な考えを持ってる人だと

まひるは思うよ。

世間一般の２３歳に比べたら全然大人。

そんなヒナちゃんが好きです。

横山裕様

あー。それ羨ましいかも。

両方の小学校の生徒を知ってるって。



ﾎﾝﾄﾋｰﾛｰだよね。

まひるは段々と知らない人の中に

もまれていったのでちょっと悲しかったです。

高校なんてほぼ知らない人ばっかだったし、

結構泣けた。（涙

今も山梨に引っ越してきたので

やっぱ友達は少ない方だしね。（涙

ヨコの先生の話とか聞きたい聞きたい!!!!
すごく興味津々なので来週ﾖﾛｼｸお願いします。

つーか今日のまひるの文章が冴えなさすぎ。（笑

いや、いつもですけどもー。

そんなに面白いこと書ける程

頭が良いわけでもなんでもございません。

つーか赤西さん···｡（涙

最近おとなしいなーって思ったらそうゆうことですか???
別にいいんですけど。

写真見て軽く凹みました。（涙

あー!!!!
そうそう。まだ決まったわけじゃないんだけど

もしかしたらﾄﾞﾘﾎﾞ行けるかもー。

まひるもそうそうお金あるわけじゃないし、

友達の友達からの話だから

まだ確実とかじゃなくて。

でも行けたらもっそい嬉しいし。

かんなりﾊｯﾋﾟｰ!!!!!

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとよろｼｺ。>

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽ

実樹（＠ﾆﾉ・慶）

ありさ（＠博貴） 実樹（＠ﾆﾉ・慶）
ﾘﾝｸの件、了解だよー。

ﾔﾌﾟﾛｸﾞの方もﾘﾝｸ貼ってくれてＯＫだよー。

つーかまひるはﾔﾌﾟﾛｸﾞの方貼れないけど

それでもいいの???
つーかいつかは貼れるようにしようとは

思ってるんだけど。

えぇー。まひるさん、結構記憶力いいんだ。（笑

なんかﾆﾉ・慶担ってもっそい共通点を感じるんだけど。

それはまひるだけですか???（笑

ありさ（＠博貴）

あー。やっぱ???
忠義のｴﾛさって妙にﾘｱﾙだよね???（笑
なんかもっそい恥ずかしくなるんですけど。（笑

ﾔﾊﾞｲね。

忠義さん。（笑

なんかやぐらの時の腰の動きとか

ﾏｼﾞでｴﾛくてびっくりしてみた。（笑

まひるもついてる時はﾎﾝﾄついてて怖いぐらいで。

でもｱﾝﾗｯｷｰなことが続いた時は

またﾗｯｷｰなこともあるからきっとありさも大丈夫だよ。

お互い頑張ろう。



2005.11.11 Fri 松潤ﾏｼﾞｯｸ。（笑

やべー。

かんなりの勢いで「花より男子」にﾊﾏってるんですけど。

しかも「すったりんごを食べると禿げるんだぜ。」

みたく言われた時の花沢類の顔がめちゃおかしかった。

なんかだって

ｶﾞﾋﾞｰﾝって
音が聞こえたもん。（笑

あ。あと松潤ﾏｼﾞｯｸにかかってしまった。（笑

かんなりの勢いで道明寺が可愛くて仕方がないんですけどもー。

純粋なんだなーって言うのがすごい伝わったし、

やっぱ道明寺司は好きだ。

で、一人寂しくﾊﾟｽﾞﾙをやってる

司に涙が出てきて。（涙

あと、つくしの写真を見た時の司の

悲しそうな顔が忘れられない。

あー。完璧松潤ﾏｼﾞｯｸですよ。
時々かかるんだよね。

松潤ﾏｼﾞｯｸ。

君ﾍﾟの時もかかったし。

なんか無邪気な松潤ってのがすごい好きで。

でも全然顔とかﾀｲﾌﾟじゃなくて。（笑

でもｷｬﾗにやられてしまうんだよなぁー。

松潤の芝居って結構好き。

これでも元ＭＡＩＮ担でもあり、嵐担でもあった人

ですからね。

つーかＭＡＩＮなんて知ってる人いるのか???
ちなみにﾒﾝﾊﾞｰを言うと松潤、相葉ちゃん、斗真、ニノの

４人です。

所謂苗字の頭文字をとるという今とまったく変わりのない

やり方です。

なんか今までこの人の成長を見てきて驚いたなーって

言うのが松潤と亮ちゃん。

この２人はﾎﾝﾄもっそい小さくて女の子みたいに

可愛い感じだったんだけど



今なんてもっそい男っぽいでしょ???
それを誰が想像しただろう。

ﾎﾝﾄすごいね。

男の子の成長ってすばらしいものがあるわ。

女の人ってあんまり変わらないんだよね。

化粧でちょっと違うぐらいで。

まひるなんてﾎﾝﾄ小学生ぐらいから顔変わってないからね。（笑

化粧してもたいして顔変わるわけでもないし。（笑

ﾀﾞﾒﾀﾞﾒじゃん。（笑

今日は書くことないからこの辺で。

ｱﾃﾞｨｵｽ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸ。

ｺﾒﾚｽはお休みします。

ｺﾞﾒﾝなさい。
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2005.11.12 Sat 検索第３位がｲﾔ。（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか検索第３位に引っかかってるのが下ﾈﾀだったので

ちょっと悲しくなった福原まひるです。（涙

あー。ﾎﾝﾄ下ﾈﾀとかいい加減にやめよ。

最近それでもあんまり書いてないんだけどね。

ﾎﾝﾄに控えよー。

忠義並みに反省してます。（笑

今日こそ早く帰ってきて

野ﾌﾞﾀ。を見るぞぉー!!!!って
きばってたのに先輩にｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞ愚痴こぼされて

早く話終わらないかなぁーとか思っていたら

結局仕事終わってから３０分も延々話をされて

帰って来たの２１時４０分ですよ。

あり得ねー。

ｦﾀは土曜日には早く帰らせてくれろ。

で、ご飯食べながら野ﾌﾞﾀ。少し見て

ｵｶﾝと談笑。（笑

内容はもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞ参照してねーん。

つーかさ、みんなは親になんて呼ばれてる???
まひるなんて２２歳にもなって

「まひるちゃん」ですよ。

あり得ねー。

呼び捨てでいいのになぁーっていつも思う。

一緒に買い物とか行くじゃん???
それでちょっとﾁｮﾛﾁｮﾛCD売り場とか本屋さんとか
してるじゃん???
そうするとｵｶﾝの高い声が

「まひるちゃん!!!!」



って呼ぶわけですよ。

ごっつ恥ずかしいんですけど。

まひる、ﾎﾝﾄ本名に「ちゃんづけ」は絶対あり得ないと

思ってるんだよね。

まひるはHNだから別にちゃんづけで呼ばれても
全然いいんだけど

本名はﾎﾝﾄあり得ない。

ｷﾓｲんですけどぉー。（笑

忠義ってなんて家族に呼ばれてるんだろ???
親戚一同は「ただよっちゃん」だったよね???
やっかし忠義とか呼び捨てかなぁー。

「ただくん」とかはｵﾄﾝとかぶるから

まひるの予想では「忠義」か「よしくん」の

どっちかだと勝手に思ってるんですけど。

それで一時期もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞで

まひるも「よしくん」って呼ぶ宣言してから

１週間ぐらいで忠義に戻ってましたけどもー。（笑

あ。なんかさ、ﾌｧﾐﾘｰに手紙出そうってゆうのどっかで

見たんだけど

まひる、忠義宛てでﾌｧﾐﾘｰに手紙出したことなくて。

なんか関西在住だからちゃんと届くのか不安で

出したことなくてさー。

でもなんかちゃんと届けるので

ﾌｧﾐﾘｰに出してくださいってどっかで見たよ。

そんなわけでみんなもｶﾞﾝｶﾞﾝにﾌｧﾐﾘｰに手紙を出そう!!!!

最近よくﾌﾞﾛｸﾞの感想ﾒｰﾙなんぞをいただくんですよ。

なんかﾎﾝﾄまひるにはもったいないぐらいの言葉を

たくさんいただくんですよ。

ﾒｰﾙには遅れても御礼の返事書くので

待っててください。

つーかそういや、この間、



ゆっちと亀ちゃんと仁ちゃんの事務所入所記念日を

ｽﾙｰしちゃいました。（汗

去年は覚えてたけど今年は亮ちゃんの誕生日お祝いしたら

気が緩んですっかり忘れてました。

次の日ぐらいに思い出して書こうかなぁーって

思ったんだけど

やっぱ１日遅れじゃーねー···｡（涙

って思ったからやっかしｽﾙｰしてみた。

気持ちだけ。７周年おめでとう。（笑

言わなきゃよかった。（涙

あ。今日さ、昼間にﾌ○ｲﾃﾞｰ買いに行ったのね。

昨日行けなかったから。

そしたらお昼買う前に捕まえとけばよかったんだけど

お昼買ってから気づいて探したのね。

ｺﾝﾋﾞﾆで。

そしたら隣で立ち読みしてるｵｯｻﾝが読んでるのが

どうやらﾌ○ｲﾃﾞｰらしくてしかもそれ１冊しかなくて。（涙

で、ｵｯｻﾝが立ち読み終わるまで２０分待ちました。（ﾁｰﾝ

無駄に休憩時間使ってもうたやんけ。

あー。ﾌ○ｲﾃﾞｰはさっき読んだんですけど

なんかこの間の仁ちゃんのM誌で言ってる
「切ない」ってやつともっそいかぶってしまって

やっかしか!!!!!
って一人でﾌﾞﾂｸｻ言いながら読みました。

切ないよ。

仁ちゃん。

抱き合ってる写真と一端帰ってから

またﾏﾝｼｮﾝ訪問してるとこが

もっそい仁ちゃんの「切ない」をﾘｱﾙにあらわして

いました。（涙

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとよろﾋﾟｺ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.11.13 Sun 消えない絆。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか今日、寒いよ。

ﾊﾟｿする気がもっそいなくなるぐらい寒いよ。

手が凍えてるもん。

なんかね、まひるって全然冷え性とかでも

ないんですよ。

だけど今年の冬はまったく持って我慢ならんとです。

すでにﾎｯﾄｶｰﾍﾟｯﾄとﾋｰﾀｰつけてます。

絶対冬越せそうにないです。（涙

まひるはｸﾏになりたいとです。

冬眠がしたいのです。

いや、本気で!!!!
あー。忠義熊とぬくぬくしたいです。（撲殺

あ。なんか空たん（＠章大）がちょっと章大熱落ちてるみたいで。

たぶんDVD見れば復活するよね。（笑
まひるさんなんて絶好調に忠義愛ですよ。

他がまったく目に入らないぐらいで。

ﾎﾝﾄ、斉藤兄弟もおっしー、ｱﾆ（塚本高史）もｵﾀﾞｼﾞｮｰも

全く目に入らないぐらいです。

絶対まひるの中で斉藤慶太、押尾学、塚本高史、ｵﾀﾞｷﾞﾘｼﾞｮｰ

って言ったら芸能界四天王ですよ。（笑

その四天王さえも目に入らないぐらい

大倉忠義大好きなんですけどもー。

病気ですかねー???
しかも最近ｱﾆ、また髪切ってかっこよくなったじゃないですかー???
それでもやっかし大倉忠義しか

目に入らない程かんなりご病気のご様子。

短髪のｱﾆよりも髪長めの大倉忠義ですよ。（笑



ﾏｼﾞ今、まひるの中で勝手に大倉忠義との絆が

出来上がってるんですけどもー。（笑

かんなり妄想ｦﾀ。（笑

なんかﾎﾝﾄただの妄想なんだけど

忠義を信じて愛して

忠義と共に歩み、時には苦しい時もあるけど

それでもまひるの中で今年の前夜祭は

エイトとの絆を感じた場所。

ﾛﾏﾈｸｽで号泣もした。

今でもﾛﾏﾈｽｸを聴くと涙があふれてくる。

大好きなエイトとまたここで会おうと約束した場所。

一歩ずつでいいさ　この手を離さずに

共に歩んだ日々が　生きつづけてるから

ﾎﾞﾛﾎﾞﾛになるまで　引き裂かれても

あの時あの場所　消えないこの絆

っと熱唱したいぐらいで。

つーか今、熱唱してました。（笑

つーかｶﾗｵｹで「好きやねん、大阪。」と「青春ｱﾐｰｺﾞ」を

振りつきで歌いたいのーん。

誰か誘ってー。

昨日、今日とお店の有線で

「好きやねん、大阪。」がかかってて

もっそいﾅﾊﾅﾊをやりそうになりやした。

そして口ずさみそうになったとこを我慢。

１人が「これ関ジャニだよね???」って言ってきて
そしらぬ顔して「そうだよー。」って

言ったら「全然知らないんだけど。」って言われました。（ﾁｰﾝ

ここで「あたし、ﾌｧﾝなんですよー。」って言おうか

もっそい悩んで結局消沈。

ここの人達だってｼﾞｬﾆ嫌いなんだもーん。（ﾌﾟﾝﾌﾟﾝ

だいたいｺﾞﾘﾗみたいなのが好きな人と

ﾃﾞﾌﾞﾁﾝみたいなのが好きなのとそんな人ばっかで

ぶっちゃければﾌﾞｻ専ですよ。



そんな人達にｼﾞｬﾆのなんたらかを語る気もなければ

ﾌｧﾝなんて言うのも恐ろしい。

何言われるかたまったもんじゃないっす。

空とかの会社ってｵﾊﾞｻﾝが多いから

開き直って言えるとこあるけど

まひるのような職場はもっそいそうゆうのに

偏見とか持ったりしてる過敏な人達だから

絶対ｼﾞｬﾆ好きとかﾊﾞﾚたらいかんのですよ。

しかもみんな年齢が近いからこの年でｼﾞｬﾆｦﾀ???
みたいなの絶対あるんだよねー。

そのうち言えるようなﾁｬﾝｽきたら言うだろうけど

それまではｦﾀは隠し続けます。

忠義、ｺﾞﾒﾝ。

エイトのみんなｺﾞﾒﾝ。

堂々とエイトファンだと言えないちっちゃなまひるを

許してください。

いつか絶対ｶﾐﾝｸﾞｱｳﾄしてやる。（笑

つーか寒いよー。

凍えるわー。

ﾎﾝﾄに凍え死ぬから今日は早く退散しますわー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらﾎﾟﾁっとここをﾖﾛﾋﾟｸ

ｺﾒﾚｽ

恭さん（＠ﾋﾟﾛｷ）

幸海さん（＠忠義） 恭さん（＠ﾋﾟﾛｷ）
お久しぶりですぅー。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

やっかし本名にちゃんづけは２０歳過ぎると

ｷﾂｲとまひるは勝手に自負しています。（笑
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ﾎﾝﾄ２０歳過ぎてｽｰﾊﾟｰやらﾃﾞﾊﾟｰﾄで

「まひるちゃん!!!!」って呼ばれるのはもっそい恥ずかしいです。
どんな子供が呼ばれてるんだよってみんな思って

見るでしょ???
したっけこんないい大人だし。（笑

仁ちゃんの写真と記事は衝撃的でした。

軽く凹みました。

一応元仁担なんで。（笑

またいつでもｺﾒしてくださいねー。

幸海さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

相ﾘﾝのお話なのですが、良かったら幸海さんの

ｻｲﾄ見させていただいてもよろしいでしょうか???
ﾎﾝﾄずうずうしくてすみません。

それからのお返事でよろしいでしょうか???
ﾎﾝﾄに失礼でｺﾞﾒﾝなさい。

なのでURL記入でまたｺﾒﾝﾄください。
お待ちしております。



2005.11.14 Mon 絶好調ー!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

うーん。

前にも話したことあったと思うんだけど

仁ちゃんのことを機会にちょっと話そうと思います。

仁ちゃんのことで凹んでる人にも読んでもらいたいです。

まひるは自担に彼女がいてもいいと思う。

そりゃﾎﾝﾄはｲﾔだよ。

自分以外の女の人と付き合ってるってゆーのは。

でも自分が付き合えるわけじゃないし、

それに妙な女と遊びみたいな付き合いしてるぐらいだったら

ちゃんとした付き合いをしてる彼女が

いた方が良いと考える。

彼女がいることによって自担が仕事頑張ろうとか

生活に張りみたいなのを感じてくれるんだったら

それでいいと思うの。

自担には幸せになってもらいたいし。

やっぱ自分が恋しててすごく楽しいって思えるし、

幸せって思えるから自担にも恋はしてもらいたいな

って思う。

恋してないなんてやっぱ寂しいじゃん???
忠義なんて２０歳でさ、お年頃なわけじゃん???
だから逆に恋してないなんて寂しいなーって思う。

だから忠義にはちゃんと恋愛して欲しいと思うし、

でもﾎﾝﾄまっとうな恋愛してなかったらｷﾚるよ。（笑

いや、ﾏｼﾞで。

そんな感じです。

ここ２日ぐらいすっごい仕事が楽しくて

久々に充実した２日間だった。

仕事が充実してるってﾎﾝﾄに気分いいなーって思った。

だから今のエイトなんてリハの真っ最中でしょ???



きっと毎日があーでもないこーでもないと

話あったりしててすっごい充実してるんだろうなーって思った。

これでｸﾘﾊﾟを迎えてお客さんと楽しむ１０日間は

ﾎﾝﾄに最高の達成感を感じることでしょう。

そんな仕事をしてるエイトがうらやましいと思う。

まひるもいつかはﾊﾟﾀﾝﾅｰとして成功させたいなって

思ってて。

まぁ、成功って言ってもそんなたいしたものじゃなくて

自分の思ったものが作れる人になれたらいいなって

その程度のものだけど。

なんかさ、ﾊﾟﾗｷｽの洋服がﾎﾝﾄに商品化されるんだってね。

雑誌でﾁﾗ見したぐらいだから

どこのﾌﾞﾗﾝﾄﾞかも忘れたんだけど

ｼｮｰで使ったﾄﾞﾚｽの出来上がったやつは見たのね。

なんかそうゆうのってﾎﾝﾄﾊﾟﾀﾝﾅｰとして

ｳｽﾞｳｽﾞするよね。

自分もこうゆうのが出きるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに参加したいなー

とか思うし。

なんか今、もっそい買い物したい感にかられていて。（笑

化粧品ね、今、ｲﾘｭｰﾑが欲しいの。

ｸﾘｰﾑなんだけど塗り塗りしてると化粧水に変わるってやつね。

友達が使っててすごくいいっていうし、

あれって結構お手ごろな値段でしょ???
だからｲﾘｭｰﾑがめっさ欲しいなーとか

思って。

あとﾃﾞｨｵｰﾙの限定のﾁｰｸでめっちゃ可愛いやつとか

あってそれも欲しくて。

でもきっともう完売しちゃってるだろうなーとか

思って問い合わせてもないんだけど。

つーか山梨にﾃﾞｨｵｰﾙの化粧品扱ってる店なんて

あったっけ???
なかったような···｡（涙

最近ﾎﾝﾄ化粧品を買ってないんだわ。

やっと最近唇の内臓からくる荒れも直ったことだし

ｸﾞﾛｽの可愛いやつ買っちゃおうかなーとか。



ﾜﾝﾋﾟｰｽも欲しいし、

どこかにﾊｰﾌﾊﾟﾝﾂもあったはずだから

ｴﾝｼﾞﾆｱﾌﾞｰﾂかｳｴｽﾀﾝﾌﾞｰﾂの新しいやつが欲しいんだよねー。

ｴﾝｼﾞﾆｱﾌﾞｰﾂ１足持ってるんだけど

もうかなり履きつぶしてしまったから

新しいやつ欲しいんだよねー。

なんかﾌﾞｰﾂは５足ぐらい持ってるんだけど

結局今履けるやつって３足ぐらいしかなくて。

だからﾌﾞｰﾂが欲しいです。

あー。空たん（＠章大）とﾁｮﾛﾁｮﾛしたいです。

買い物は１人でする派なので

とりあえず下見でうろっかしたいのです。（笑

うろっか。（ｳﾛｳﾛの意味）

大阪ﾛﾏﾈｽｸでさ、「この街の言葉　乱暴と言ったね。」

ってゆー歌詞があるんだけど

山梨はすごい言葉汚いから関西弁なんて全然って思うんだよね。

むしろ忠義の使う関西弁とかすごく柔らかくて

まひるは好きだし。

で、その歌詞の続きがもっそい好き。

「でも僕は変えないよ　好きやと言うから」

って言うんだけど号泣ですよ。

忠義に関西弁で好きと言われたい。（切実
関西弁はすごく温かみのある言葉だと

まひるは思う。

だから大好き。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらこちらをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸ。

ｺﾒﾚｽ

ありさ（＠博貴）

幸海さん（＠忠義） ありさ（＠博貴）

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


忠義ﾏｲﾌﾞｰﾑ続いてます???（笑
いやー。忠義は最高だよ。

ﾎﾝﾄ大好き。

たぶん今、まひるの目はﾊｰﾄになってると思うもん。

DVD発売まで１０日を切ったねー。
まひるもたぶん前日には買えそうだから

早めにｹﾞｯﾄしてｶﾞﾝ見してやるぅー。

買ったらいっぱい語ろうねー。

たぶんね、まひるはもっそい同じとこﾘﾋﾟってしまうよ。

この間も「やぐらﾀﾞﾝｽ」の忠義が腰ｸﾞｲﾝｸﾞｲﾝまわしてるとこと

ﾛﾏﾈｽｸは２０回近くは確実に見てるもん。

幸海さん（＠忠義）

相ﾘﾝ了解しましたー。

ﾘﾝｸ貼っておきますねー。

後でｺﾒﾝﾄに伺います。

で、大倉担でよろしいんでしょうか???
勝手に大倉担だと書いてしまってるんですが。（笑

違ってたら訂正するのでｺﾒﾝﾄください。



2005.11.15 Tue 遥斗、男前〜!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるでっす。

なんか昨日、ﾌﾞﾛｸﾞにいろいろとごちゃごちゃつけてみたんだけど

いかがですか???
楽しんでいただけてますか???
早速利用してくださった方、ありがとうございます。

亮ちゃんのｲﾗｽﾄ描いてくださった方、

途中で「あ。亮ちゃんだ!!!!」ってわかって
妙に感動しました。（笑

みなさんもｲﾗｽﾄでも良いし、一言ｺﾒﾝﾄでもいいし、

好きなようにお使いください。

WEBﾊﾟﾁの方も登録したので気に入っていただけたら
拍手の方ﾖﾛｼｸお願いします。

つーかなんか今日の遥斗、すごいｼﾞｰﾝとしました。

遥斗はいつも亜也のことを見守ってくれるﾅｲﾄだと思います。

わざと亜也を特別扱いせず、こき使ってみたりして

遥斗の優しさがﾁﾗ隠れしてましたね。

（あ。なんか今日のまひるﾊﾞﾊﾞｸｻｲ。）（笑

あんな人が身近にいたらいいなぁーって

思ったまひるです。

自分のこといつも見てくれて支えてくれて

めっちゃ男前です。

ﾎﾝﾄあのﾄﾞﾗﾏのｷｰﾏﾝになってると思う。

でも実際の話には遥斗は存在しないんだよね。

それはどんなに辛くて悲しいことだったと思う。

でも明るく一生懸命に生きた彼女は素晴らしいと思う。

まだ原作読んでないんだけど

絶対原作を読んでみたい。

ﾄﾞﾗﾏの原作本とか読むの大好きなんだよね。

ﾄﾞﾗﾏと比べてみて

感動も違った形で感じることが出きるでしょ???



なんかそれがすごく好き。

世の中にはたくさんの病気や困難を抱えた人達がいて

それでもみんな頑張って生きてるんだよね。

だからまひるもちっぽけなことで負けないように

したいと思う。

そして人に優しく親切でありたいと思う。

まひるがね、前にﾊﾞｲﾄしてたお店にはね、

車椅子とかじゃなくて座ってることもままならない

寝たきりの移動ﾍﾞｯﾄでかろうじて手が動かせたから

その移動ﾍﾞｯﾄを手で運転してくるお客さんがいたのね。

ぶっちゃければその姿は絶対かっこのいいものじゃなかった。

でもそれでもその姿で一生懸命頑張ってるんだよ。

買い物なんて家族に頼めば済むことなのに

言い方悪いけど自分でその姿さらして外に出てるんだよ。

すごいたくましいなーって思った。

まひるだったら絶対外に出ないで寝たきりの生活

送ってると思う。

でもその人は自分で頑張って生きていた。

立派だと思う。

そしてｴﾘｶちゃんの演技にもっそい感動した。

ｴﾘｶちゃんはﾎﾝﾄけなげで可愛いよ。

うらやましくなるぐらい可愛いよ。

ちょっとﾌｧﾝになりそうなぐらい。（笑

いや、ﾏｼﾞで!!!!
杏ちゃんとは違ったたくましさがあるよね。

杏ちゃんも大好きだったけど

ｴﾘｶちゃんも大好きだ。

ﾎﾝﾄ亮ちゃんとﾄﾞﾗﾏ共演する人みんな素敵な方達ばっかで

ぶっちゃけ亮ちゃんがうらやましいよ。

そして今日は劇団演技者です。

夏来くんの登場です。

今日も天然ぶちかましてくれ。

横山裕よ。（笑

もっそいなつが好きなんですけどもー。

ﾎﾝﾄ横山担になってしまいそうなぐらい



横山さんが可愛くてしゃーないんですよ。

まだ見てない人も絶対見てみて。

ﾎﾝﾄ横山さんにﾊﾏるから。

侮れないよ。

ﾎﾝﾄ劇団演技者が大好きなのね。

毎回毎回楽しみにしてて。

だからやっと座長としてヨコが出れたことに感謝。

また標準語が不慣れで可愛いの。

なんか初めてﾄﾞﾘﾎﾞをやった時にエイトが標準語だったことに

気づいた人はいるだろうか???
あの時の大倉忠義の演技はぶっちゃけ痛いものがあると

自負している大倉担まひるですけどもー。

（忠義ｺﾞﾒﾝ）

あの時はﾎﾝﾄ妙だった。

なんかヨコが薮ちゃんに刺されて

エイトメンが出てきて「横山ー。」って

言った瞬間「ぷっ。」って思いましたから。（笑

ちなみに全然そこ笑うとこでもなんでもないです。

みんなのﾘｱﾏｼﾞな姿が妙におかしかっただけです。

ﾎﾝﾄ失礼でｺﾞﾒﾝなさい。

愛あればこその発言なんで。

今年も「安田ー。」ってとこでちょっと「ぷっ。」って

なりましたけど。（笑

いやね、一応あれって役名とかが特になくて

普通に苗字とか名前で呼んでるでしょ???
あれで普段絶対そうは呼んでねーだろー。って言うのが

あるともう「ぷっ。」なのです。（笑

「やすー。」とか呼んでくれたらよかったのに。

まひるはあえて「やっすん。」って呼びますけど。（笑

「やっすーんっ!!!!!」（号泣
ですよ。（笑

あー。自分で何言ってるのかわからなくなってきたので

ほなｻｲﾅﾗ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｸﾝ。



2005.11.17 Thu ﾁｪﾘｯｼｭ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるでっす。

昨日はﾊﾟｿお休みしてｺﾞﾒﾝなさい。

つーか誰もまひるのﾊﾟｿ休み事情なんてどうでもいいわな。（笑

ただのぐうたらです。

帰ってきてご飯も食べずに寝てました。

いやー。電気ｼﾁﾓｰﾌ（敷き毛布）がやめられない。

ｼﾁﾓｰﾌ大好き。

これがまひるをﾍﾞｯﾄへと追いやるのです。

幸せのひと時だよ。

あ。らくがきﾎﾞｰﾄﾞを見るのがもっそい楽しいんですけど。（笑

やっかし大倉担多し。（笑

なんか同担の方が見てくださってるということで

もうちとﾏｼことを書こうと思いました。（笑

あまりにもﾎﾟﾝﾎﾟﾝﾁｷなこと書きすぎだろーと

ちと反省。

そんなわけで今週もやってまいりました。

勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽのｺｰﾅｰです。
もうﾎﾝﾄ自己満でｺﾞﾒﾝなすって。

渋谷すばる様

そういや、先週のやつ、しぶたにん、即効直されてましたね。

軽くｳｹました。

やっかしﾀﾞﾒだろうなーって思ってたし。

あ。でもまひるは自分のﾌﾞﾛｸﾞのやつ直しませんけど。（笑

つーかﾎﾝﾄ赤ちゃんってすごいよね。

純粋無垢だから邪心ってものが全くないんだよね。

なんかまひるも赤ちゃんのような純粋無垢な人になりたいです。



でもやっかし大人になれば大人の汚い事情とか

いろんなものにもまれていかないと

ならないので純粋無垢ではきっと生きていけないんだろうな

って悲しく思います。

はいはい。山田悠介さんですね。

読んだことはないけど名前は知ってますよ。

（元本屋店員）

あー。親指さがしの作者さんね。

つーか、しぶたにん、また今週も手直し入るかもね。

だってその映画って事務所の先輩の三宅健くんが

やってるじゃないですか!!!!!
映画になるとかされたとか言うてる場合じゃないですよ。

事務所的にﾎﾝﾄしかられますよ。（笑

ﾌﾘｰﾏﾝだなぁー。しぶたにんは。（笑

そんなわけでしぶたにん、ここ読んで反省してください。（笑

内博貴様

最近のｳﾃｨ目撃情報ｹﾞｯﾄしました。（笑

あとなんかもっそい自粛した生活送ってるらしいと

いうことも聞きました。

あと復帰も決定してるという噂も聞きました。

どれがﾎﾝﾄかはわからないけど

ｳﾃｨが早く戻ってきて欲しいなーって思います。

帰ってくる時はｺﾞﾒﾝﾅｻｲよりも

ありがとうと言う言葉が聞きたいです。

ｳﾃｨ待ってるから。

ｳﾃｨが大好きです。

携帯に入ってる画面眺めてみたりＣＤ聴いてみたりして

ｳﾃｨﾓｰﾄﾞに入ってます。

早く戻ってこーい!!!!!

錦戸亮様

改めまして２１歳おめでとうございます。

すごいなー。家族全員からおめでとうﾒｰﾙもらったんだ???
まひるなんて朝、会話に出ただけだし。（涙



きっと離れて頑張ってる亮ちゃんのこと家族のみんなが

心配してるってことじゃないかなー。

あ。でも誕生日は大阪にいたんだっけ???
大阪ﾒﾛに出てたんだ。（天然ﾎﾞｹ

うんうん。亮ちゃんの決意は間違ってないよ。

まひるも自分で思うもん。

２２歳という年をめーいっぱい、せーいっぱい生きるんだって。

だから亮ちゃんも毎年毎年年を重ねるごとに

今年はいい年だったって思えるような誕生日の

迎え方をして欲しいと思います。

ｸﾘｽﾏｽﾗｲﾌﾞだったら「ｸﾘﾗ」って言うのかなぁー。

なんかｹﾞﾘﾗの変形版みたい。

やっかしｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰでいいよ。

「ｸﾘﾊﾟ」って略したいもん。（笑

亮ちゃんｴﾛｽ。（笑

一人二つづつもってるその神聖なるﾓﾉって。（笑

はいはい。おっぱいね。（しょうがなく言ってみた

そんな水着とかで行ったら即効追い出されますから!!!!!
錦戸さん!!!!!
松竹座を甘くみんなよー。（笑

あー。錦戸亮ｿﾛ初ﾗｲﾌﾞ行けなくてｺﾞﾒﾝなさい。

気持ち的にはもっそい行きたいんだけど

とりあえず春までは我慢って決めてるから。

ﾊﾟｿ修理に出したり、引っ越したりといろいろと

予定あるからね。

次回は必ず行くからねー。

出た!!!!６９かよ。（笑
そんなにこの言葉を言いたいんですか???
いや、むしろ言わせたいんですか???（笑
あー。もう下ﾈﾀは控えることにしたんだから

言わせないでいただけますか???（笑

丸山隆平様

おおー。同志よ。

まひるもﾏﾅｰとかもっそい気になる人。

ﾎﾝﾄ、最近エイトの周りにもたくさんﾏﾅｰを守れないﾌｧﾝが



いると聞きます。

あの丸ちゃんがｽﾄﾚｽに感じる程だから

よっぽどのことだと思うんですよー。

だからﾏﾅｰわかってない人はﾏﾅｰを確認した上で

応援をしてあげて欲しいと思います。

ちなみに今、エイトのリハの現場は禁止になってるはずです。

行かれてる方はすぐやめてあげてください。

エイトをがっかりはさせたくないですよね???
自分さえ見れたらそれで満足なんですか???
違いますよね。

エイトを気分よくお仕事させてあげるのが

ﾌｧﾝの勤めですよね。

だからしっかりﾏﾅｰ守って頑張りましょう。

安田章大様

きっとね、その章大の気持ちはその自分じゃない

誰かのことを大切に思ってるからだと思います。

全然偽善者だなんて思わないし、

元から章大はすごく誰にでも優しい子だと思ってるし、

そう思えるって幸せなことだと思うよ。

まひるは章大のその気持ちすごく大切にして欲しいと思うし、

これからも持ち続けて欲しいと思うよ。

大倉忠義様

ごきげんYO→
まねしてみた。（笑

あー。ｸﾗﾗはまたよこちょを取り戻したのね。

良かったね。ｸﾗﾗ。（笑

横山裕さんﾈﾀ暴露するんですか???
屁こいたことと恥ずかしがってたことと

お腹が出てきてること暴露しちゃうんですか???
最近ｸﾗﾗは痩せたからなー。

でもやぐらで「お腹は触らんといて〜」って

言ってたじゃん。忠義さんも。（笑

ヨコと相葉ちゃんと忠義の３人でもﾀﾞｰﾂ行ったもんね。



亮ちゃんの誕生日にもﾀﾞｰﾂ行ったし。

ちなみにまひるはﾀﾞｰﾂとかﾎﾞｰﾘﾝｸﾞとかﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞとか

もっそい苦手です。

たぶん誰よりも下っぴになる自信あります。

世界大会とかやったら確実に誰よりもげっぴです。

あー。忠義先生教えてください。

忠義にｺﾂ教えてもらったらｳﾊｳﾊだろうな。（笑

あー。ﾗｯﾌﾟを口ずさむ横山裕。（笑

面白いかも。

そうゆうとこぜひTVで放送して欲しいわ。
あー。ひとつ言うとまひる、いろは節のヨコのﾊﾟｰﾄが

もっそい耳に残るの。

ﾊﾟｰﾄっつーか掛け声???（笑
あれはどうにかしてほしい。

いつも気になるから。（笑

つーか確実に忠義、行き詰ってるよね???
先週は亮ちゃん、今週はヨコ。

さて来週はどうなることでしょうー。（笑

楽しみにしておく。（笑

いっそのことﾒﾝﾊﾞｰ１人１人について語って欲しいわ。

村上信五様

１６の時仲良かった友達???
もっそい古い友達じゃないですかー???
ﾎﾝﾄ縁って大切にしなきゃなーって思うよ。

まひると空（＠章大）が出会ったのも何かの縁だと

思うし、

出会いは大切にしていかなきゃなーって思うよ。

中には気に入らない人とかも出てくるけど

でもそうゆう人達ともうまくつきあったら

何かいいことも生まれるかもしれないしね。

今度こそその友達との縁を大切にして欲しいと思います。

横山裕様

まひるも読めなかった。



温品が。（笑

かなりのﾊﾟｰﾌﾟﾘﾝぶりを発揮しております。

福原まひるです。

あー。自分の住所は間違えたことないですけど

自分ちの電話番号は忘れたことあります。

やっかしﾊﾟｰﾌﾟﾘﾝです。

まひるも小中高とろくでもない子だったので

ﾎﾝﾄ先生方にはお世話になりました。

でもその先生方達に教わったことが今のまひるの基礎に

なってると思います。

感謝しています。

ありがとうございました。

さてさてここからはｽｶ☆Jと劇団演技者について
書こうと思います。

つーかｽｶ☆Jを見てまたまた収穫。（笑

忠義のｳｴｲﾀｰの格好にかんなり萌え〜。
ｽﾀｲﾙいいからﾏｼﾞで似合う。

つーか思うんですが最近の若者はなしてﾈｸﾀｲが結べないのでしょう。

まひるさん、初めて自分でﾈｸﾀｲ結んだの中学生の時ですよ。

（お前はいくつだ???）
それから専門学校でいくつかﾈｸﾀｲの結び方習いました。

なのでたぶん普通に３〜４種類はﾈｸﾀｲの結び方知ってますけど。

たぶん普通のやつがﾌﾚﾝﾁﾉｯﾄってやつだったような。

違ってたらﾌｫﾛｰよろしく。

ﾌﾚﾝﾁﾉｯﾄかﾌﾟﾚｰﾝﾉｯﾄだと思う。（自信ないらしい

所詮ｱﾌｫですから!!!!
ﾏｼﾞ忠義かんなりの男前。

本気で惚れた。

いや、いつも本気だけど。（笑

あの姿で２０〜３０分立ってたってﾁｮｰうらやましい。

もったいねー。

絶対あの映像は永久保存版だね。

あとね、やっすんがﾁｮｰ怪しいの。

あんなにしつこく言われたらちょっと何この人達???



って思うよ。

しかもやっすんの私服か衣装か知らないけど

赤と黒の服、吹奏楽部の人とかぶってるし。（涙

まひるも路上とかやったことあるのね。（ｳﾌﾟﾌﾟ

でも誰かに見て欲しいとかは思わなかった。

自分達が楽しかったらそれでいいって思ってたから。

つーかまひるたんが路上って···｡（爆笑

まぁ、笑えばいいさ。（笑

で、劇団演技者。

なつの狙ってる女の子、水野さん。

めっちゃ怪しい。（笑

なつのｵｶﾝが壁に書いた落書き見て可愛いとか言って

続き描いてるし。

なつのﾊﾞｲﾄしてる店ってﾒｲﾄﾞｶﾌｪみたいなやつじゃなくて???（笑
めちゃくちゃ横山さん、面白かったんですけど。

来週はすごいことになってるし。（笑

来週が楽しみだなぁー。

つーかそんでもって夢見ました。

全くエイトと関係もなく

ただうちの前にMA主演の「FAME」の台本が落ちてて
「え???うちでﾘﾊやってるの???」って言う
わけのわからないｱﾝﾎﾟﾝﾀﾝの夢です。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛﾋﾟｸﾝ。

ｺﾒﾚｽは明日やります。
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ｺﾞﾒﾝなさい。



2005.11.19 Sat 最高傑作!!!!（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

はい。昨日もまた爆睡してました。

最近もっそい眠いんだよねー。

昨日は仕事も休みで何もしてなかったんだけど

でももっそい眠くてﾊﾟｿに１回向かったんだけど

やっかし寝ました。

そんなわけですいませんでした。

つーかつーか見た???

bisの忠義!!!!!
ﾏｼﾞかんなり男前なんですけどもー。

今までで１番のﾋﾞｼﾞｭかもしれないぐらいの

勢いで男前なのよ!!!!!
絶対見てみて。

ﾏｼﾞかんなりの勢いで卒倒するって!!!!
だから絶対みんな後ろに気をつけてね。（笑

まひるさん、後頭部打つかと思ったわい。

忠義のﾌｧﾝで良かったと思った。
ﾎﾝﾄあんなの見せられたら

大倉担以外考えられないぐらい男前。

好きだー!!!!好きだー!!!!
大好きだー!!!!
もっそいｽﾃﾁ。

ﾀﾞｲｽﾁ。

つーか昨日はね、Mｽﾃをﾋﾞﾃﾞｵ録画し忘れたんですよ。（涙
TERIYAKI　BOYZとﾚﾐｵﾛﾒﾝとWaTが出るのにも
かかわらず!!!!!



まひるさん、ｼﾞｰｻﾞｽ!!!!
ま、見たには見たんですけどもー。（笑

徹平ちゃんがﾁｮｰ可愛かったけどね。

そして出ました。NIGO!!!!!
理琉（＠すば亮）はNIGOはあんまり好きくないって
言ってたけどまひるさん、NIGOこっそり好きなんです。
昔、ｸﾗﾌﾞでよく会ったことあるし。

よくって言っても３〜４回ぐらいだけど。（笑

しかも元担がさ、APEﾊﾞｶとか言われてたから
懐かしいよ。

そんなわけでひっそりこっそりNIGO応援中。（笑

で、その後に見た「笑金」。

いつもは見ないんだけど久々に見てみた。

しかもHG見たさに。（笑
絶対、まひる、病気だ。

HGのｷｬﾗにﾊﾏってるもん。

一緒に「ﾌｫー!!!!」って言いたいもん。
ｹﾐのｱﾙﾊﾞﾑのCMとかﾘｱﾙに見たいし。
Mｽﾃで見たけどあれをﾘｱﾙに見てﾃﾝｿﾝ上げ上げで
いきたいぐらいですよ。

三宅さんとHGがｶｯﾌﾟﾙになってて
HGがうなじにｷｽしてください。とか言って
それが見たかったんだって!!!!（笑
あー。今年いっぱいだろうな。

あのｷｬﾗ。（笑

ﾎﾝﾄお前がｱﾌｫｰ!!!!だろと言いたくなる。（笑

それで後は「花より男子」。

ﾏｼﾞ何???
さくらこの豹変ぶりは???
あんなの絶対お嬢様じゃないじゃん。

ただのあばずれ女じゃん。

司が「それじゃあ、あの女から守れないんだよ。」



って言った時、胸がｷｭﾝってなった。（笑

やべー。またｷｭﾝ死するかと思ったー。

そんな風に思われたいです。

一生に１度は言われてみたいｾﾘﾌだわ。

ま、まひるに限って誰かに守られるようなｷｬﾗでも

ないんですけど。（苦笑

はい。そして本日、野ﾌﾞﾀ。

本編なんて今日はどうでもいいです。

最後に言った彰の一言で落ちました。

「俺だけの野ﾌﾞﾀ。にしたいんだよ。」

ｷｭｰﾝ。

ﾏｼﾞでか???
えー。ちょっと前ぐらいに彰が野ﾌﾞﾀを好きってことに

気づいたんですが

とうとう本気ﾓｰﾄﾞですよ。

あの浮かれﾎﾟﾝﾁの彰がﾏｼﾞ声で

「他の人に見られるのがｲﾔなんだよ。」って。

ﾔｯﾊﾞｲ!!!!!
山久に久々にときめきました。

山久、まひるも道端に落ちてる１０円玉になりたいです。

自由に常にﾌﾘｰﾏﾝでありたいと思います。

今日、ﾃﾚﾋﾞの感想多くね???
まひる、あんまりﾃﾚﾋﾞ見ないから珍しいんだけどね。

TERIYAKIの曲はそんなに好きってほどでもなかったけど
でもﾀﾞﾌﾄﾊﾟﾝｸとかもっそい好き。

じゃ、この辺で。

おつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。
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ｺﾒﾚｽ

瑛子（＠忠義）

真優さん（＠すばる） 瑛子（＠忠義）
ありがとうー。

まひるも早速ﾘﾝｸ貼っておくねー。

なんか最近絡んでなかったから

もっそい瑛子と絡みたかったんだよね。

で、前から相ﾘﾝのお願いしたかったんだけど

なかなか勇気出せなくてさ。（笑

同担嫌いだったらどうしよーとか思ってた。

だからﾎﾝﾄにありがとうございました。

あとでお邪魔するねー。

真優さん（＠すばる）

わざわざｺﾒﾝﾄなんぞいただいちゃって

ﾎﾝﾄすみません。

ﾘﾝｸ貼ってくださって結構ですよ。

良かったら相ﾘﾝしませんか???
これも何かの縁だし。（笑

後で真優さんのｻｲﾄにｺﾒﾝﾄにうかがいますねー。



2005.11.20 Sun ネタなっしんぐ!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

えー。本日、ﾈﾀなっしんぐでございます。（笑

それもなんかなー。（笑

じゃ、これで。（笑

どんな自担であろうとそれを含めて好きだと

言ってるあなたが好きである。

長く担当やってれば自担のｲﾔなとこだっていっぱい見えてくる。

でも本当に彼は仕事に向ける姿勢が

間違っていますか???
まひるは全然そんなことは思わないよ。

他の時はどうか知らないけど

ｽﾃｰｼﾞの上にいる時の彼はいつも一生懸命で

時々ﾛｹでも泣いてしまうぐらい一生懸命で。

そんな彼が好きだったんじゃないんですか???
まひるは決してその涙に偽りはないと思ってるし、

腹黒いとか感じたこともないし、

純粋に涙してるんだと感じています。

まひるはそんな彼が好きだし、

ちょっと様子のおかしい時もあるけど

でも全然仕事に対しての姿勢とか

ちゃんとしてると思うよ。

まひるがもしあなたの立場だったとして。

まひるは私生活がどうであろうと大倉忠義と言う

人間が好きだし、

ちょっと何考えてるのかわからない時も

あるけどそれでも大倉忠義が好きと言える。

誰かと比べたりなんて出来ない。

人と比べてたらきりがないし、

隣の芝は青く見える。って言うけどﾏｼﾞですよ。

畑違いの人と比べたりしたらﾀﾞﾒだと思う。



別にﾌｧﾝを辞めるのを止めたりはしないけど

冷静になって考えて欲しい。

ちょっとかんぐりすぎるとこがあるってゆーか。

まひるだって時々大倉忠義と言う人間が

見えなくなる時あるけど

でもせーいっぱい背中を見失わないように

追っていきたいと思ってるし、

やっかし大好きだし。

まひるだっていつかは大倉忠義から卒業する時が

くるかもしれない。

でもきっとそれは新しい恋をする時であって

誰かと比べたりとかそうゆうことでは

ないと思う。

まひるだって忠義のｲﾔなとこぐらい結構見てるし、

凹むこともたくさんあった。

でもそれも含めた大きな愛で包み込みたい。

まひるにとって忠義のｲﾔなとこなんて

「ぐらい」って言っちゃうぐらい小さなことなんだよね。

ほんの１ﾐｸﾛﾝぐらいのこと。（笑

ちっちゃい。ちっちゃい。（笑

つーか仕事中に妙なﾀﾞﾝｽを踊ってたら

お客さんに笑われました。

で、Ｒちゃんが「好きやねーん。」って言うから

「めっちゃ好きやねーん。」って言って抱きついてたら

店長に怒られました。

いいじゃん。別に。（笑

好きなんだもん。（笑

つーか仕事中に何やってるんでしょうね。（笑

ｻﾞｯﾂｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝですよ。（笑

最近まひるさん、村上ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ先生がﾊﾞｯｸに

ついてるらしいです。

毎日が楽しいです。

寝てる時も楽しいです。



起きてる時も楽しいです。

まひるの人生ばら色や〜。
そ、そ。来週からなんですよ。

店の改修工事。

だから２週間程お仕事お休みー!!!!
きゃー。学生でもこんなに長い間何もしなかったことなんて

ないんですけどー。

ﾊｯﾋﾟｰばら色。

明日、仕事行ったらお休みに入ります。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾚｽ。

かよこ（＠亮）

理琉（＠すば亮）

陸（＠忠義）

ゆぅ*さん（＠博貴）
ありさ（＠博貴） かよこ（＠亮）
お久しぶりんちょ。

了解しましたー。

ﾘﾝｸ変更しておくねー。

お知らせありがとう。

またこれからいっぱい絡もうねー。

これからもヨロシク。

理琉（＠すば亮）

理琉がこっちのﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒﾝﾄくれたの初めてじゃない???
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ちょっと感動してみた。（笑

NIGOねー。
やっかし理琉はNIGOが嫌いなんだねー。（笑
あれじゃない???
顔もバツだけどちょっと周りがおだてすぎだと思うんだよね。

まひるもそうゆうNIGOはあんまり好きくないんだけど
あれだけの成功収めるってのはやっぱNIGOのｾﾝｽに魅力が
あるんだと思うし、

なんか世の中の流行の風をうまく自分のものに出来てる人だと

思うのね。

だからまひるはNIGOを認めてるのかもしれない。
あのｵｰﾗのなさも案外好き。（笑

陸（＠忠義）

入試だったんだ???
とりあえず終わって良かったねー。

これで安心して忠義に萌え萌え出きるね。

bis見た???
かんなり忠義萌え〜でしょ???
ﾏｼﾞ後ろ２ﾒｰﾄﾙぐらい吹っ飛ぶよ。（笑

ゆぅ*さん（＠博貴）
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

なんかﾋﾟﾛｷは男友達と３人で歩いてるとこ

目撃されたらしいですよ。

だから元気そうかなって思いました。

そうですよね。

ﾋﾟﾛｷの口からｺﾞﾒﾝﾅｻｲという言葉より

「ありがとう。」という言葉が聞きたいです。

こんなにも待っててくれる人がいるんだってこと

実感して欲しいと思います。

ぜひまた遊びに来てください。

お待ちしてます。



ありさ（＠博貴）

あー。もっそい目が忠義しか追ってない時ある。（笑

ﾎﾝﾄ保存用にもう１枚買いたいぐらいだけど

今月、会社の忘年会もあるから

あんまりお金も使えなくて。（涙

ﾎﾝﾄエイトって何回見ても飽きないし、

新しい発見とかあってすごく楽しいよね。



2005.11.21 Mon 重荷になりたくない。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

はい。今日も元気にお仕事してきましたー。

そして明日からﾊﾞﾝﾊﾞﾝﾊﾞｶﾝｽです。（笑

それはｳｿですけどお店の改修工事に入るので

明日からまひるやんは休日です。

中学生以来かもー。

こんなに何もない休日が過ごせるのって。

爆睡してお買い物して爆睡してまた爆睡。（笑

あー。昨日、なんだっけ???
橋本弁護士とか出てるやつ。

紳助さんが司会で。

あれに諸星くんが出てたー!!!!!
めっちゃ久しぶりに動くかぁくんを見ました。

やっかしかっこよかったです。＞＜

もうね、ﾎﾝﾄ光GENJIとか言ったらまひるの小学校の時の
憧れの人ですからねー。

ま、ｱﾂﾋﾛくんのﾌｧﾝだったんですけど。（笑

ちなみに今もｱﾂﾋﾛくんが好きなので

ﾄﾏｺﾞﾄによくｱﾂﾋﾛくんの名前が出てきて

めっちゃうれしいです。

いいなー。斗真。

ｱﾂﾋﾛくん、ﾏｼﾞｶｯｺｲｲよー。

なんかいろいろ考えてたら過呼吸おこしたから

考えるのやめた。

なんか時々思う。

まひるのこの気持ちは忠義に重荷ではないのか???



って。

もし知られた時に重いって思われたら悲しいなーと

思って。

そんなに重いつもりもないし、

そりゃ、大好きだけど

でも忠義を支えるぐらいの重さであって

忠義を押しつぶす程の重さではないと思ってる。

忠義の支えになりたいだけ。

愛の押し売りをするつもりもなければ

忠義が落ち込んでる時、力になれたらなとか

仕事の原動力になったらいいなって

思うだけだよ。

それ以上のものを望んでるわけでもない。

って言ったらぶっちゃけｳｿになると思うけど

でもﾎﾝﾄに純粋な気持ちで応援したいだけ。

彼女になれたらどんなに幸せだろうとか

思うけどそれは夢のまた夢の話だし。

半端な気持ちで大倉担を名乗ってるわけでもないし、

忠義のすべてを受け止めるぐらいの

気持ちで大倉担名乗ってます。

なんて偉そうに言うことでもなんでもないんだけど。（笑

ただ好きって言うだけのこと。

大倉忠義とまひるで人という字が作れたらいいな的な

応援が出来たらいいなって。

ｷﾞﾌﾞｱﾝﾄﾞﾃｲｸです。

まひるも忠義に支えてもらって生きてるし、

だから忠義のことも支えてあげたいなって。

そんなﾀﾚﾝﾄさんとﾌｧﾝの関係であったらﾊｯﾋﾟｰだな

って思います。

なんかちょっと前に目標が見つからなくて

頑張れないって言ってたじゃん???
それは目先の目標だよね。

ただｸﾘﾊﾟに行けない。ﾄﾞﾘﾎﾞに行けないっていう

目先の目標がないってだけのことであって

まひるが忠義の応援していくのは



これからもまだまだ数年続くと思う。

その数年のうちのほんの一瞬の出来事。

まだまだこれから先もあるわけだし、

もっと明るい未来に向かって歩いてもいいんじゃないか

って思った。

ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞに考えることにした。

ちょっと見ない間のエイトの成長、忠義の成長を

実感することが必ず出きるはず。

だから前向きに頑張ることにした。

だから来年会いましょう。

どこで会えるかはわからないけど

次どんな忠義に会えるのか楽しみに待つことにします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.11.22 Tue Spirits!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるです。

今日、通院日だったのでお昼から病院に行ったんですよー。

そしたら明日休みだからってめちゃ混み。

結局２時間かかりました。

往復の時間も入れたら３時間。

しかもなんか両隣りに座ってるｵﾊﾞｻﾝと

ｵﾊﾞｰﾁｬﾝに話しかけられー。（笑

どうもこうもまひるって他人が話しかけやすいｵｰﾗを

出してるみたいで。（笑

それはいいことなのか???
悪いことなのか???

そうそう、それでとうとうﾌﾗｹﾞしましたー!!!!!
病院の帰りにｹﾞｯﾄ!!!!
その名も「Spirits!!」。
でもって夕方見ましたー。

まだ1回しか見てないのでこれと言って感想も
ないんですけど。（苦笑

しいて言うなら「愛以外のなんでもない」の亮ちゃんの

ﾎﾞﾀﾝ外すしぐさが妙にｴﾛかったことぐらい???（笑
股間ｲｼﾞｲｼﾞはちょっと引くけど。（笑

そんな感想いらねって???（笑
あー。で、やっぱ「明日」がもっそい好き。

そしてﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑだけ５回見ました。（笑

あれはやっかしﾏｼﾞすげぇって!!!!
忠義の血のにじむような努力を感じる。

あれはﾎﾝﾄすっごい練習したと思う。

めちゃめちゃ感動したもん。

忠義ってﾎﾝﾄすごいなーって思った。

教えてもらったからってそう簡単にﾏｽﾀｰできることじゃ

ないことぐらいまひるだってわかるよ。



だってさ、いつだったかのかくし芸で

中山ﾋﾃﾞちゃん達がﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑやったんだけど

その時のﾒｲｷﾝｸﾞみたいなやつ見たけど

ﾋﾃﾞちゃんとかすっごい腱鞘炎でさ。

ﾎﾝﾄひどい状態だったのね。

いつもﾄﾞﾗﾑをやってるからってそう簡単に

ﾏｽﾀｰできるはずがないのですよ。

やっかし大倉忠義はｽｺﾞｲ!!!!
出きる男は違うね。

ちなみにその中山ﾋﾃﾞちゃん達にﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑを教えていたのが

あのﾌﾞﾗｽﾄの石川直さんなのです。

そうです。忠義に教えてくださったのも

この方です。

ちなみに今年のSHOCKにも出演されてたので
見た方もいらっしゃるはず。

残念なことにまひるはまだ石川直さんの生演奏を

まだ見たことがなくて。

TVで拝見したぐらいで。
で、ですねー。

最後の挨拶のとこで初代ジョニーが

またこの場所で会いましょうって言うじゃないですか???
あれで号泣ですよ。（笑

そのままのﾃﾝｼｮﾝでﾛﾏﾈｽｸを見てさらに号泣!!!!!
なんか別に前夜祭見に行った時に

確かにフナちゃんは言ってました。

でもその時はそんなに感動もしなかったんだけど

今頃ﾎﾞﾃﾞｨｰﾌﾞﾛｰが効いてきましたよ。（笑

ハナちゃん、男前ー!!!!!＞＜
そして忠義の「重い」発言もしっかり入ってました。（爆笑

可愛い。可愛いよ。

大倉忠義!!!!
なんかひっそりこっそり忠義って面白いこと

言ってるよね???
ｶﾒﾗに映ってないけどﾎﾞｿって言ってるのが

聞こえる。（笑

ﾌﾟﾘﾝの会場大熱唱も楽しかったしなー。



すばるﾊﾞﾝﾄﾞも良かったし。

あともう1枚のﾃﾞｨｽｸのCMのﾒｲｷﾝｸﾞとかPVとかも
面白かった。

まひるは初めてPV見たんだけど
面白かった。

ｺﾝﾄ部分が最高。

なんかね、それで思った。

今回のDVDでもっそいすばる担の気持ちがわかるの。（笑
すっごい要所要所にすばる、男前〜って思えるとこが

入っててﾔﾍﾞｪｰすばるｶｯｹｰ。って思った。

あと何度見ても面白いのがBｶﾞﾀﾝ。（笑
なんであれあんなに面白いんだろー。

それと丸とすばるの小ﾈﾀがもっそい息があってて

ﾏｼﾞﾜﾛﾀ。

久々に聞きました。

「ﾊﾟｰﾝ!!!!!」
あれも何度見ても面白い。

そして亮ちゃんがﾁｮｺﾎﾞｰﾙだったこと。（笑

何をとっても面白いんですけどー。

で、今日DVD見て思い出したんだけど
そういや、章大、「ｶﾁﾝ」って呼んでくれって

言ってた。（笑

全然浸透してませんけど。（笑

もうたぶん章大も忘れてたと思うもん。（笑

あー。とりあえず小出しに感想書きます。

今日はこれにて。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.11.23 Wed 幸福のひととき。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は、お昼頃起きてご飯食べて

また寝た。（笑

で、夕方に起きて「Spirits!!」を鑑賞。
ﾏｼﾞで何度見ても楽しいんですけど。（笑

ﾚｲﾆｰの衣装とかすごく好きだし、

「明日」の時の３人の衣装とかもらしいし。

明日の歌い始めも好きなんだけど

忠義のｿﾛﾊﾟｰﾄとｺｰﾗｽに激しく萌え〜。

で、ﾀﾞﾝｽ部分に入って転調してﾀﾞﾝｽにｱｸﾛﾊﾞｯﾄとか

入ってくるでしょ???
あそこの部分がめちゃ好き。

だから明日は３ﾊﾟﾀｰﾝの大山田が見れるわけですよ。

楽器部分とﾀﾞﾝｽ部分とｱｸﾛﾊﾞｯﾄ部分。

ﾏｼﾞでｶｯｺｲｲ。

あとね、PGFはやっぱﾉﾘﾉﾘになるね。
ｼﾞｭﾆｱ担になってすぐぐらいに覚えた曲だから。

ｼﾞｭﾆｺﾝで。

で、あのｱｲﾄﾞﾙﾀﾞﾝｽがめちゃ可愛い。

ｺﾝﾄ部分も面白いし。

剣の舞の忠義がﾏｼﾞﾍﾞﾘｰｷｭｰﾄ。

めっちゃｱｲﾄﾞﾙﾀﾞﾝｽじゃん。

たぶん１番ﾉﾘﾉﾘだったっぽいもん。（笑

そしてBADｿﾛの照史。
あのよだれかけとかもっそい気になるんですけど。（笑

前日はしてなかったのに３１日はしてるんだよね。

どんだけ目立ちたいんですか???（笑
いやー。そんな照史が大好きなんですけども。

「愛以外のなんでもない」の曲調めっちゃ好き。

まひるさん、「明日」みたいな爽やかな感じも

好きなんですけど

ちょっと「東山紀之」「堂本光一」「今井翼」のような



ｴﾛﾃｨｯｸなかっこつけﾁｯｸな曲も大好きで。

ｼﾞｬﾆ独特なものじゃん。

あーゆう感じの曲とﾀﾞﾝｽって。

だからｼﾞｬﾆが好き。

で、またヒナちゃんの挨拶見て泣いて。（笑

「待ち合わせ」って響きがいいよね???
なんか彼氏彼女みたいな響きが。

で、やっかしﾛﾏﾈｽｸで号泣。

絶対まひる、前世は関西人だった気がするわー。（笑

だってもっそい歌詞に重みを感じるのね。

言葉ひとつひとつに反応しちゃって。

そこで忠義が映ろうものなら更に号泣ですよ。

忠義と心斎橋で恋に落ちたいんだってー。

そんなわけでｦﾀの休日って感じで

久々に満足した休日過ごしました。

で、ｽｶ☆Jはねー、別にエイトの協力なんていらなかった
気がしてきた。

そんなこと言ったら頑張った４人に失礼なんだけど

なんか忠義とかヨコのやつってタダとかで

結局金かよー!!!!!みたいなのがもっそいｲﾔ。
あの番組はなんでも金でもの言わせようとしてるよね。

それが大嫌い。

忠義のやつタダじゃなくて

このｽﾌﾟｰﾝを当てた方にはきっと幸福が訪れます的な

発言とｹｰｷのｺﾒﾝﾄだけでも十分いけたと思うよー。

そして劇団演技者。

なつｷﾚました。おかあちゃんに。（笑

なんかちょっと切なくなりました。（涙

でも壁に穴開けたりはやりすぎだよね。

なつも可愛そうだけど

なつのおかあちゃんも可愛そう。



おかあちゃんは寂しかったんだよね。

なつが家から出ていってしまったことが。

そんな感じで昨日は寝ました。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.11.24 Thu 今日もSpirits!!（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日も昼間に起きてご飯食べに２階に上がったら

兄ちゃん来てて。

久々に会った。

相変わらず携帯ﾊﾞﾝﾊﾞﾝ鳴らして忙しそうにしてた。（笑

で、また夕方まで寝てお風呂入って

「Spirits!!」ですよ。（笑
しかもまたお気に入りのとこだけ５〜６回見たし。（笑

今日は「明日」と「Name　of love」とﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑのとこ。
もうね、部屋のTVが小さいから丸ちゃんと章大の区別が
ついてないのね。（涙

「明日」の歌いだしって章大でしょ???
あれ最初丸だと思ってたからね。（爆笑

つーか失礼。（笑

今日のまひるのﾃｰﾏｿﾝｸﾞは「明日」だったからね。

ずっとお風呂の中で歌ってた。

「明日」のﾍﾞｰｽ弾きながら歌う丸ちゃんの顔が

もっそい好きで。（笑

すごく可愛くないですか???
めっちゃ可愛い。

で、やっかし「Let's Fight」のとこ好き。（笑
「手加減しないぜ。」って出てる画面の忠義が

もっそい男前。

で、ｼﾞｮﾆｰがｱｯﾌﾟになった時のｼﾞｮﾆｰの「俺???俺ちゃうで。」
みたいな顔になってるヒナちゃんが最高。

あとね、「Ｏｎｅ」のﾍﾞｰｽが周旋とってるとこあるでしょ???
ｲﾝﾄﾛ部分の方で。

あそこの部分がすごいｶｯｺｲｲなーって思って。

まひるさん、ﾘｽﾞﾑ隊だからすっごいﾄﾞﾗﾑとﾍﾞｰｽが周旋

とってるとｶｯｺｲｲなーって思うんだよね。

あとすばるのﾋﾟｯｸ·ｽｸﾗｯﾁとかもｶｯｺｲｲなーとか思って。

そしてﾛﾏﾈｽｸのエイトメンがｳﾙｳﾙしちゃってるとことか



今日は目をｶﾞっと見開いてみました。

それ見て更に号泣。

あー。エイトって笑いあり感動ありで最高だよー。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにエイトが大好き。

８人が大好き。

明日はﾘﾋﾞﾝｸﾞの大きいTVで見てやるぅ〜。

そんなわけで本日もやります。

勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ。

渋谷すばる様

えーぇ!!!!!忠義って大きいのってそれだけかよ!!!!
なんかもっと笑えるあだ名つけてください。

１番面白いのはやっかし白子豚ですけど。（笑

ﾄﾘｯｷｰって。（笑

確かにﾄﾘｯｷｰですけども。（笑

あ。そだ。先週の「ｼﾄﾞ·ｳﾞｨｼｬｽ」に触れておくと

まひるの今は亡き３大ｱｰﾃｨｽﾄに入るのが

「ｼﾄﾞ·ｳﾞｨｼｬｽ」と「ｼﾞｮﾝ·ﾚﾉﾝ」と「ｶｰﾄ・ｺﾊﾞｰﾝ」なのである。

ちなみにご存知の方も多いと思うが

「ｼﾄﾞ·ｳﾞｨｼｬｽ」はSEX　PISTOLSの人で
「ｼﾞｮﾝ·ﾚﾉﾝ」がﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ、

「ｶｰﾄ·ｺﾊﾞｰﾝ」がﾆﾙｳﾞｧｰﾅの人。

めちゃくちゃｶｯｺｲｲです。

大好きです。

内博貴様

ﾋﾟｰﾛｰｷｰ。

まひるが次にエイトを見る時には絶対完全色で

会おうね。

もう、ﾎﾝﾄﾋﾟﾛｷがいないと寂しくて寂しくて

だからﾛﾏﾈｽｸのたびに泣いてしまうし。

１色でも欠けたらダメなのですよ。



やっぱし、エイトﾚﾝｼﾞｬｰなのだから

ﾋﾟﾝｸが欠けたらお色気に欠けるじゃん。（笑

ﾌﾟﾘﾝｽがいてこそのエイト。

２ﾄｯﾌﾟがいてこそのエイトだから。

錦戸亮様

わかる〜。わかる〜。

まひるも子供の頃はみんなと一緒じゃなきゃ恥ずかしかった。

中２の時にまひるだけｽｸｰﾙ水着じゃなくて

ちょっと後ろがｶﾞﾊﾞっと開いた黒のｱﾀﾞﾙﾄな水着を

ｵｶﾝが買ってくれたのね。

それがもっそい恥ずかしくて、

学校に行かないって拒否ったもん。

ま、結局着てたんだけどね。（笑

だって新しい水着買ってくれるわけなかったんだもん。

今じゃ全然気にしないことなんだけどね。

むしろ人とかぶるの嫌いだから。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞに入った頃の亮ちゃんはもう人とかぶるのが

ｲﾔな子だったよね。（笑

すっごい体が小さくてでも負けん気はすごい強くて

それが余計に可愛く見えた。

あ。亮ちゃんの「Spirits!!」のＭＣ面白かった。
なんかｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞになってヨコに突っ込まれまくりな亮ちゃん。

８９３じゃない亮ちゃんも好きです。

丸山隆平様

丸ちゃーん!!!!
なんか今年は早々と体調崩すﾒﾝﾊﾞｰ続出ですね。

早々と言ってももうすぐ１２月。

１年の経つのもあっという間です。

丸ちゃんも体調には気をつけてね。

丸ちゃんが元気じゃないとやっかし寂しいです。

そして読書も良いですが

暇そうにしてる忠義を見つけたらかまってやって

ください。



さみしんぼうなので時々あやしてやってください。（笑

まひるからのお願いです。

安田章大様

あー。いいなぁー。

まひるは吉本新喜劇はＴＶでしか見たことがないです。

でもいつやってたんだろ???
そんなにしょっちゅう見てたわけでもないんだよね。

あ。でも今日の夕飯は「好きやねん」でしたけども。

まひるがお取り寄せしたやつです。

あ。章大がすばるＢＡＮＤの時かぶってる

紫のﾆｯﾄ帽が可愛くて好きです。

そういや、握手会の時の忠義が紫のﾆｯﾄ帽だったよね。

ほとんど顔集中して見てて頭まで見てなかったですけど。（笑

大倉忠義様

もう、新幹線の中でＷｅｂやってる時点で暇なんだなって

思ったってば!!!!（笑
なんか音楽聴くのも違うし、本読むのも違うし、

みたいな時ある。ある。

うーん。

忠義の詞のｾﾝｽですか???（笑
うーん。うーん。うーん。

７５点。（笑
微妙ー。

もっそい微妙。（笑

だってﾎﾝﾄにﾍﾞﾀだったんだもん。（涙

まひるさん、自担だからって甘くないですよ。（ｱｯﾊｯﾊｯﾊ

かまって欲しい時はいつでもまひるに電話なり

ﾒｰﾙなりしてください。

ｳｻﾞｲぐらいかまってやるってばよ!!!!
もう忠義がｶﾞﾁｬって無言で電話切っちゃうぐらい

ｳｻﾞｲんだからさ。（笑

ｳｿです。

でも退屈はしないと思います。



新幹線の中で困ったらまひるにﾒｰﾙください。（笑

ﾘﾆｱでまひるが追いつきますから。（笑

うっそぴょーん。（笑
いや、ﾏｼﾞでﾏｼﾞで。（笑

もうどっちかわからなくなってきた。（笑

とりあえず忠義のためなら寝る間も惜しまないってことだよ。

寝てばっかのまひるさんが!!!!（笑

村上信五様

そうそう。思い出した。

ヒナちゃんってずっと血液型不詳だったよね???
だからＡＢ型って知ってあれ???そうだっけ???
って思ったんだよね。

つーかヒナちゃんの小学校では血液検査とかしなかったって

こと???
まひるの小学校は普通にやったよ。

なんかＯ型って書かれた紙を渡されたの

覚えてるもん。

確かに先入観ってのもあるし、

あと親の血液型にもよるしね。

まひるはＡ型とＡ型の間で育ったＯ型だから

ちょっとＡっぽいとこあるし。

（ちなみにﾎﾝﾄの親の血液型は知りません。）

そうそう、ﾎﾝﾄ血液型なんて目安だよね。

それだけで決め付けたらいけないことたくさんあると思う。

血液型が話題になること多いよ。

苦手な血液型とかもあるし。（笑

それは内緒。（笑

横山裕様

もしかしてこれって先週書いたやつ???
ﾚｺﾒﾝの時に風邪ひいてぐったりしてたけど

もう平気とか言ってたから。

横山裕さん、今年２回目の風邪ですよねー。（笑

ﾎﾝﾄ気をつけてくださいねー。



ﾀﾚﾝﾄさんって代わりがきく仕事じゃないから

大変だと思うのでぜひ体調管理には気をつけてください。

とりあえず今夜、ﾚｺﾒﾝで会いましょう。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

ｺﾒﾚｽ。

真沙さん（＠忠義）

陸（＠忠義）

ゆぅ*さん（＠博貴） 真沙さん（＠忠義）
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そ、そんな感動なんて言われると照れちゃいますね。（笑

でもすごく嬉しいです。

やっぱｸﾘﾊﾟとか行けなかったりすると

自分だけ取り残されてしまうような気持ちに

なりますよね。

それはまひるも一緒です。

全然真沙さんが心狭いとかそんなんじゃないと

思いますよ。

でもﾏｲﾅｽに考えたらやっぱﾀﾞﾒなんじゃないかって思ったんです。

まひるもたっちょんがすごく好きで

すっごく苦しくなる時もあります。

でもそれをﾌﾟﾗｽの方向に持っていくことが

大事なんではないでしょうか。

なんか偉そうに言ってｺﾞﾒﾝなさい。

だからこれからもお互い頑張ってたっちょん含め、エイトを

応援していきましょう。

ありがとうございます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


陸（＠忠義）

いやー。ｺﾞﾒﾝ。ｺﾞﾒﾝ。

ｺﾒﾚｽ書いたんだけど消しちゃったみたいでさ。（笑

陸に言われるまで気づかなかったよ。（苦笑

そんなわけで教えてくれてありがとー。＞＜

剣の舞の時の忠義、最高だよねー。

絶対１番ﾉﾘﾉﾘだし。（笑

あーゆう忠義が大好きです。

bisすっごい男前だったよね???
まひるさん、ｷｭﾝ死しました。

なんか毎日見てる。（笑

病気だ。（笑

なんかﾎﾝﾄ最近大倉担で幸せだなーって思うんだよね。

ﾎﾝﾄ大倉忠義万歳ですよー。

ゆぅ*さん（＠博貴）
初めましてじゃないですよね???
違ってたらｺﾞﾒﾝなさい。

ちょっと前にもﾋﾟﾛｷのことでｺﾒﾝﾄくださいましたよね???
ゆぅ*さんもｱﾂﾋﾛくんもお好きなんですね。
なんか嬉しいです。

まひるの１番最初に好きになったﾀﾚﾝﾄさんがｱﾂﾋﾛくんで。

それで今でも好きなんですけど。

エイトの話、ｱﾂﾋﾛくんの話たくさん出来たらいいなって

思ってます。

仲良くしてください。

ﾖﾛｼｸお願いします。



2005.11.25 Fri 関西弁。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか昨日、うちまた泥棒入られそうになったらしい。

今年に入って３回目なんですよー。

もうﾎﾝﾄ怖いからﾊﾟｿ遅い時間までやらないことに

しました。

とりあえず後1ヶ月待って自分のﾊﾟｿが戻ってくるまでは
２４時にはﾊﾟｿ終わらせたいと思ってます。

あ。そだ。ﾃﾝﾌﾟﾚﾘﾇしました。

ってまひるがやったわけじゃないんですけどもー。（笑

ｸﾘｽﾏｽﾊﾞｰｼﾞｮﾝです。

どえらく気に入ったので１２月に披露しようと

思ってたのですが

気が早くお披露目です。（笑

あー。そして聞かなくてもわかるでしょ???（笑
また「Spirits!!」見ました。
本日の萌えﾎﾟｲﾝﾂは

「明日」の忠義のｿﾛﾊﾟｰﾄの時にちょっと微笑むでしょ???
そこです。

忠義のあの微笑に弱いんだよねー。

忠義の優しそうな性格がまんま出てるでしょ???
そこに萌える。

ﾔｯﾍﾞｰ。ﾎﾝﾄ大好きだわ。
あとね、ﾛﾏﾈｽｸ歌い終わってﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞに

戻った時に

ヨコが「ありがとう」ではなくて

「ありがとうございました。」って言うでしょ???
あれにすっごいｼﾞｰﾝと来るんだよね。

あれがヨコの素直な気持ちなんだなぁーって思って



ｼﾞｰﾝとする。

ヨコってﾎﾝﾄﾌｧﾝの子大切にしてるんだなぁーって言うのが

すっごくよくわかる。

あー。そろそろまひるの萌えﾎﾟｲﾝﾂも少なくなってきたので

そのうち思い出した頃に感想書きますよ。（笑

なんかね、ここ毎日、DVD見てるんだけど
すっごいますますエイトが大好きになった。

忠義がエイトで良かったってﾎﾝﾄに思うし。

関西人万歳ですよ!!!!!
まひる、忠義の関西弁めっちゃ好きなんですよ。

関西弁でも全然きつくない穏やかなしゃべりするでしょ???
あれはﾎﾝﾄ育ちの良さが伺えるね。

なんかもっそいﾎﾞﾉﾎﾞﾉくんでさ、

忠義の話聞いてるとﾎﾝﾄほっこりしてくるんですよ。

そんな忠義がすごく愛しくてたまらないんです。

最近気持ちがちゃんと消化されてるから

あんまり苦しいとか切ないとかはなくて

毎日ほっこりしてます。（笑

たぶんｸﾘｽﾏｽ辺りにちょっと凹むと思うけど。（笑

今頃、ｸﾘﾊﾟやってるんだろうなーって思って。

でもきっと「Spirits!!」見て乗り越えていくよ。
自分だけがエイトに会えなくて苦しいわけじゃない。

忠義に会えなくて辛いわけじゃない。

たくさんのエイト担の人が見れないでいるんだよね。

来年は必ず行く。

来年はどれだけ行けるかわからないけど

出きるだけエイトに会える時に会っておきたいと思う。

やっかし大倉忠義が好き!!!!!

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。



2005.11.26 Sat ＨＡＰＰＹ　ＢＩＲＴＨＤＡＹ　ＴＯ　ＭＡＲＵCHAN

HAPPY BIRTHDAY
RYUHEI MARUYAMA
22YEARS OLD!!!!

丸ちゃん、誕生日おめでとう。

丸ちゃんはエイトのﾑｰﾄﾞﾒｰｶｰで丸ちゃんに助けられてる部分

たくさんあると思う。

いつもはお調子者の丸ちゃんだけど

しっかり地に足のついた考え持ってるし、

そんな丸ちゃんがまひるは大好きだよ。

これからもエイトを盛り上げて、助けて

そして支えてもらって仲良く頑張ってください。

２２歳という年が丸ちゃんにとってＨＡＰＰＹで

ありますように。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日の「野ﾌﾞﾀ。」見てすっごい泣いた。

悲しかったり、感動だったりで今、すっごい複雑な心境。

彰の言ってた人を好きになる資格。

もっそい山久とﾀﾞﾌﾞった。

山久はきっと実際でもきっとそうなんだろうなって

思ったんだよね。

絶対好きな人泣かしたりはしないって。

だから「好きな人を泣かしたりはしない。」って

絶対山久のﾎﾟﾘｼｰの中にあると思う。

彰ってさ、結構ｱﾎｷｬﾗのくせにまともなこと

言うんだよね。（笑

それがすごく胸にｼﾞｰﾝときてしまってさ。

あと修二の録ったﾋﾞﾃﾞｵ見て野ﾌﾞﾀ。が言った言葉。



冷たそうに見えて人が好きなんだね。っていうのとか

野ﾌﾞﾀ。ってすごい人の観察力があるんだなーって

思って妙に感動。

そして彰が放送室で言ってた野ﾌﾞﾀへの気持ちとか

すごくわかる。

まひるも忠義のいる大阪が好きで、

忠義のいる松竹座が大好きで、

忠義のいる場所がまひるの気持ちのすべてで。

絶対諦めたくない。

あ。この諦めたくないは彼女になることとかじゃなくて

忠義の存在を諦めたくないってこと。

今のまひるには忠義以外の人を好きになるとか

考えられなくて。

だからこの恋諦めたくないんだよね。

簡単に忘れたくない。

簡単に失いたくない。

そして最後に修二が言ってたけど

人に嫌われるって怖いことだよね。

でもね、誰にでも好かれようとしたら

絶対疲れてしまうし、

それは自分らしくないかもしれない。

まひるは自分の好きな人（男女問わず）だけに

好かれればいいと思ってる。

万人ｳｹしようなんて思ってないし。

そこまで人間大きくないし。（笑

でもだからって手抜きはしたくないんだよね。

万人ｳｹしなくてもいいぐらいの気持ちでいて

でもその努力を惜しんだらいけないと思うんだ。

誰にでも優しくってわけじゃないけど

でも出きる限り親切でありたいと思うし、

人の心の痛みのわかる人でありたいと思う。

偽善者と思われるかもしれないけど

でもまひるは本気だよ。

だから章大の言ってることとかすごくわかるし、

それでいてまひるは忠義のような器の大きな人に

なりたいと思う。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.11.27 Sun 雅なる物語。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、まともにご飯食べていません。

冷蔵庫にも特に何も入ってなければ所持金１１９円の

まひるには買い物に行くことも出来ず

結局寝るしかないのかと半日ふて寝しました。

明日はやっと外出でーす。

結局火曜日に病院に行ってＤＶＤ買って

それから一歩も外に出ていません。（笑

どんだけ引きこもりなんですか???
明日も外出とか行っても

仕事のﾐｰﾃｨﾝｸﾞなんですけどもね。

だから昼過ぎに出かけてって感じかな。

元々がﾋｯｷｰなんですよ。

あんまり外に出るのとか好きじゃなくて。

あ。でも友達と遊んだりとかﾃﾞｰﾄとかは

喜んで!!!!って感じですっ飛んでくんですけどね。
どんだけ単純なんだ???

なんかたまに自担のこと好きすぎてｺﾝﾄﾛｰﾙできない時

ってありますよねー。

まひるは最近はうまい感じにｺﾝﾄﾛｰﾙ出来てるんで

全然問題ﾅｯｼﾝｸﾞです。

でも時々好き過ぎて苦しいとか泣きそうになったり

しますよ。

まひるでも。（笑

すっごい苦しくてこんな思いをするなら

好きにならなければ良かった。

出会わなければ良かったって思うよ。

でも絶対それは間違ってるし、



苦しい反面嬉しいこともすごく大きくて

普通の恋愛では味わえないぐらいの

感動を得ることが出来ます。

忠義に出会わなかったら今のまひるは存在してないし、

まひるの形成に欠かせない存在だと思ってる。

だから今、苦しんでる人、絶対それは

大きな喜びに変わる時がくるから

前を向いて頑張ろう。

じゃ、今日は短いけどこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.11.28 Mon 消えた。（ﾁｰﾝ

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

はい。書いてたら消えました。（涙

ちょっとすでにやる気吹っ飛びました。

あ。それでね、今日、１週間ぶりに職場の人に

会ったのね。

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞがあったから。

もっそい「ｵﾋｻ♪」感があったんだよねー。

つーか１週間も仕事しないってどーよ???（笑
しかもﾋｯｷｰだし。

土曜日までまたお休みします。

なんかね、でもさすがに飽きてきたんだわ。

やっぱ仕事がしたいわ。

人間何もしないとﾎﾝﾄ堕落するよ。

まひるは堕落したくないので

お仕事頑張ろうと思います。

恋も頑張ってまえ!!!!（笑
Let's Fightですよ。（笑

つーかね、今日、bisをもう１冊買おうかと思って
お金あんまり持ってないから辞めたんだけど

ずぇーったいもう１冊買う。
だって忠義のﾋﾟﾝでの記念すべきお仕事だし、

しかもごっつ男前に写ってるし、

売り上げに貢献するのだー!!!!そうなのだー!!!!

売り上げ伸びたら忠義のﾋﾟﾝでのお仕事また来るかも

しれないし。（ﾆﾔﾘ

やっぱこうゆうとこで担当というものを発揮しないとね。（笑

つーか今日、ﾈﾀがない···｡



うーん。

うーん。

あ。そだ。明日、田口淳之介くんの誕生日だよねー。

なにげに元担。

しかも２０歳の誕生日なのに

まひるが自担だった時って１４歳の時ー。（笑

ちょっとすごくね???
まだそんなにﾌｧﾝとかもいなくて

結構おいしかったんだよなぁー。

楽しかったよ。ＶＩＶＡじゅんの。（笑

お手振りもらい放題。（笑

前に忠義が小学生でまひるが中２で恋に落ちないと

言ったけどそれ撤回するわー。

だって忠義とじゅんのってﾀﾒじゃん。

しかも淳之が１４歳でまひるが１６歳で。

それは忠義が小学生でまひるが中２と全然変わらないもん。（笑

あー。でも２ｺ下までが限界かも。

いや、わかんね。（笑

案外ｳﾃｨとかもｲｹるかも。（笑

ｳﾃｨって今１９歳だっけ???
じゃ、３ｺ下までＯＫってことで。（笑

お前がＯＫでも向こうがｲﾔだって言うって!!!!（笑
ま、ﾖﾛﾋﾟｸ。（笑

つーかさっき帰りにｺﾝﾋﾞﾆで新しい飲み物発見して購入。



しかもさ、「練乳あずき珈琲」（黒糖寒天入り）ですよ。

ちょっと惹かれるものあるでしょ???（笑
２２０ｇしか入ってなくて２１０円もすんの。

しぇー!!!!!（なんのﾘｱｸｼｮﾝだよ
なんかね、飲むとね、あずきのｻﾞﾘｻﾞﾘ感???
あれがない方が美味しいかも。

黒糖寒天は美味しかった。

たぶんね、もう２度と飲むことはないでしょう。（笑

ｺﾞﾒﾝなー。（走って逃げる

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。
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2005.11.29 Tue HAPPY BIRTHDAY!!!!

HAPPY BIRTHDAY
JUNNOSUKE TAGUCHI
20YEARS OLD!!!!

淳之、誕生日おめでとう。

もう２０歳なんだねー。

優しくてちょっと不思議ちゃんｷｬﾗで

頑張りやさんでﾚｯｽﾝ終わってからも１人残って

ﾚｯｽﾝする努力家さん。

そんな淳之が好きです。

今はすっかりKAT-TUNのﾒﾝﾊﾞｰとして人気者になってしまって
びっくりしています。

KAT-TUNが結成された時のことまひるは今でも覚えています。
これからも得意分野の枠を広げて

頑張ってください。

応援しています。

２０歳という記念すべき年が淳之にとってますます

飛躍の年になりますようお祈りしています。

頑張れ。淳之。

どもども。

大倉担まひるですけどもー。

淳之は元担さんなのでやっかし思い入れもエイト並みに

あるんですよねー。

最近KAT-TUNｺﾝ行ってなかったから
次の時は行けたらいいなって思ってます。

あ。でもエイトの方で何かあったらエイト優先しますけど。（笑

本日はエイト祭の日ですね。（笑

１ﾘｯﾄﾙの涙とｽｶ☆Jとﾛﾝﾘｰﾏｲﾙｰﾑ。
はぁー。楽しみだなぁー。



火曜日が１番好き。

TVも好きだし、仕事も休みだし。
あー。あと木曜日とか。

∞ﾚﾝｼﾞｬｰの更新日。
これも楽しみ。

はい。そんなわけで続き書きます。

さっき「１ﾘｯﾄﾙの涙」見たよ〜。

もういつになく号泣だったよー。（涙

まひるも思うんですけど中途半端な優しさが１番

人を傷つけるんだと思うんです。

責任持つ自信がなかったら優しくなんてしない方がいい。

遥斗の言ってることは正論ですね。

つーか遥斗が泣き崩れたー!!!!
もうそこで一気に涙が出てきて

まひる、ご飯食べてたんですけど

何も食べれなくなってしまいました。（笑

遥斗と亜也が離れてしまうのが悲しいです。

いつもそばにいて励ましてくれたのが遥斗だったから。

いつも苦しい時に一緒にいてくれたから。

その遥斗と離れてしまうのがまひるは１番つらいです。

でも遥斗はそんなんで絶対見捨てたりなんてしないと思うし、

これからもきっと愛情を込めて

接してくれると思います。

遥斗が大好きだーっっ!!!!!＞＜
なにげに紳士的ですよね???
最後の「３月９日」を歌う遥斗がもっそいｽﾃｷだった。

学ランのまだまだ似合う２１歳の錦戸亮様。

最終回まで見逃せません。

きっと毎回号泣してご飯食べれなくなるんだろうな。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


追伸。

まひるのﾒﾛﾒﾛのたっくん。にいつの間にか

波平さんのようなﾁｮﾛ毛が生えててｼｮｯｸ!!!!
たっくん、ますます可愛くなくなるのはなぜ???
まひるの愛情が足りないからですか???
みんな見ても笑わないように。（笑



2005.11.30 Wed 本日漫喫にて。

こんにﾁﾊﾟ。

大倉担まひるですけどもー。

本日、漫喫に来ています。

まひるのこもり部屋ですよ。（笑

今日もさくさくとﾊﾟｿｺﾝ作業行おうと思います。

つーかその前にお腹が空いた。（笑

とりあえず何か食べることにした。（笑

あ。今日「bis」もう１冊買ったったー!!!!!（笑
ちょっと悩んで「いや、やっぱ大倉担だし」と

妙な言い訳つけて２冊目購入。

１冊は壁に貼ってもう１冊は保存用にしようー。

あとね、やっと「１ﾘｯﾄﾙの涙」を買ったの。

もう買うつもりでお店に行ったんだけど

すぐ見つかったからお買い上げ〜。

今日帰ったら早速読むよー。

絶対明日、目が腫れる。（笑

いいんですけど。

誰にも見せる予定もないし。（笑

明日は引きこもりですよ。

なんだかんだと言って２週間の休みなんてあっという間だった

気がする。

前半は「Spirits!!」見てめっちゃ盛り上がって。（笑
後半は漫喫と読書。

いいんじゃない???（笑
なぜか無駄な筋肉痛はおきてますけど。（笑

たぶんこの間、ﾐｰﾃｨﾝｸﾞの帰りにﾎﾞｰﾘﾝｸﾞに行ったからだと。

相変わらず半分はｶﾞｰﾀになってしまうど下手の

福原まひるですけどもー。

だって生まれて初めてﾎﾞｰﾘﾝｸﾞやったの高校生の時だよ。



遅くない???
しかもまだ３〜４回しかやったことないの。

忠義ー。ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞおせーて。

って可愛く言ってもちっとも可愛くないことぐらい

自負してますから!!!!!
いいなぁー。

忠義とﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾄ。（妄想広がる

ﾆｬﾘ。
基本的にﾋｯｷｰですけど

忠義からお声がかかれば大阪でもどこでも

すぐ飛んでいきます。

あー。今日はそんなﾓﾀﾓﾀしてる時間はなかったんだ。

ﾃﾝﾌﾟﾚ変更の準備に来たんですよ。

ﾔﾌﾟﾛｸﾞの方のね。

それが今日のﾒｲﾝなのですよ。

そういや、今週末、ＨＥＹ３の撮りがあるじゃないですか???
なんか別に新曲出したわけでもないのに

出してもらえるって

有難くないですか???
よっぽど番組側とﾀﾞｳﾝﾀｳﾝさんに気に入られてるって

ことだよね。

これでぜひのし上がって欲しいですね。

世の中にエイトの面白さを知らしめて欲しいです。

でもこれ以上人気が出るのも悲しいところで。

微妙なんですよ。

この空気。

知名度は欲しいけど人気は今ぐらいで

いいかなぁーって。（笑

つーか眠い。

４時間ぐらいしか寝てないんだよね。

きっと今日は爆睡かな。



最近朝まで眠れないんだよね。

昼間寝すぎなのかもしれないけど

先週はそれで普通に爆睡してたからね。

だからたまにはお昼ねしないのもいいかもしれない。

なんか昨日「ｶﾞﾗｽの仮面」で

「ﾌｧﾝって何でもしてあげたくなっちゃうんだよねー。」

ってｾﾘﾌがあってもっそい一人でうなずいてた

まひるです。

ﾎﾝﾄﾌｧﾝってね、相手に存在が気づかれてなくても

何でもしてあげたくなっちゃうんですよ。

「ｶﾞﾗｽの仮面」は最初見てなかったんだけど

最近いろいろ勉強になるなーと

思って見始めた。

これが案外大げさで面白い。

エイトもこんな感じでやってるのかなぁーとか

思ったりするし。

そんなわけでﾊﾞｶにせず見て欲しい。

役作りの難しさとかいろいろ勉強になります。

じゃ、また夜書けたら書きます。

おつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁとﾖﾛｼｸねん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.11.30 Wed バトンが回ってきましたー。

本日２回目です。

瑛子（＠忠義）からﾊﾞﾄﾝが回ってきたので

やろうと思います。

『自分が異性になったつもりで答えるバトン』 ってことらしいです。

*問１　朝起きて最初にする事は？

ﾄｲﾚに行く。

*問２　あなたの職業（学校）はなんですか？それはどんな仕事（授業）ですか？

ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾆｱ。

ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞの音いじりをする人。

*問３　どんな相手と付き合いたいですか？

可愛くて夢持ってる人。

顔が可愛いってよりも雰囲気が可愛い人。

*問４　自分の自慢できる所は何処ですか？具体的に。

ﾄﾞﾗﾑが叩けること。

意外とｳﾏｲ。（笑



*問５　どんな格好をしてみたいですか？

ｽｰﾂでﾋﾞｼっとキメたい。

*問６　何処に行ってみたいですか？

え???どこって特にないんですが水族館。
落ち着くから。

*問７：もし本当に異性に生まれ変わったとしたら、その異性になった自分と付き合ってみたいで
すか？

絶対ｲﾔだ。

可愛くないし、結構気難しいから。（笑

*問８　このまま生まれ変わったままでいたいですか？それとも元に戻りたいですか？

忠義ﾊﾞﾘに男前だったら男になっていたいけど

でも今の自分が結構好きだからやっかし自分に戻りたい。

*問９　このバトンを５人の友達に回してください

ありさ（＠博貴）

ゆい（＠信五）

色葉（＠忠義）



この３人でﾖﾛｼｸ!!!!

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.12.02 Fri １日遅れの∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ。

こんにﾁﾊﾟ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日はあまりにも眠くて寝てしまいました。

そんなわけで今日頑張って更新しようと思います。

今日は長くなると思うので

とりあえずこれから始めましょう。

勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ!!!!!

渋谷すばる様

すっごいいい話を聞いた。

めちゃくちゃほっこりした。

せっかくすばるが薦められた本だから

ぜひまひるも読みたいと思う。

すばるに読んで欲しいって言ってくれる人が

たくさんいたってことは素晴らしいことだと思う。

まひるもどんな本かわからないけど

森さんが今まで人に自分の本を薦めたことないのに

薦めたいと思う程きっとすごくいい本なんだと思う。

ﾎﾝﾄに気持ちがほっこりした。

「STAR　EGG　星の玉子さま」必ずまひるも読みます。
ちなみに今は「１ﾘｯﾄﾙの涙」を読んでます。

内博貴様

1週間ぶりです。
なんかいろいろ復帰に際してのうわさ聞くけど

まひるはそうゆうのはとりあえず騒がないことにしています。

うわさを信じてｶﾞｯｶﾘしたくないし。

だからまひるはﾋﾟﾛｷを信じて待つのみです。

でも長かったよ。

ここまで来るのに。

時間が経つのは早いんだけど



ﾋﾟﾛｷの周りだけ時間が止まってるような気がする。

でもこのお休みの間にきっと成長したﾋﾟﾛｷがいると

思うし、時間が止まってなかったことを

証明して欲しいと思います。

錦戸亮様

すっごい無知なこと言ってもいいですか???
まひるは天草って長崎にあると思ってました。

熊本だったんだね。

つーか遠い···｡

じいちゃんちが果てしなく遠い。

しかもﾊﾞｽで約３時間って。

電車じゃないの???
ま、まひるんちも駅の近くには住んでませんけど。

もっぱらﾊﾞｽですけども。（笑

あ。でも最近ﾊﾞｽ乗ってないや。

ﾊﾞｲｸで移動してる。

大阪に住んでる都会っこの亮ちゃんからしたら

結構ｶﾙﾁｬｰｼｮﾝｸだよね。

いや、子供だからきっとﾜｸﾜｸ感でいっぱいだったんだろうな。

まひるはねー。

両親の実家２人とも山梨だからすっごいつまんないのよ。

遠い親戚んちってたぶん会ったことあるのは

名古屋のいとこぐらいで。

それより南はないし、東京よりも北もないんだよね。

もっそいつまんない。

なんかそうゆう小旅行みたいなやつに憧れる。

丸山隆平様

丸ちゃんのぱぁーーーーーーーーーんっっ!!!!!!!は
今も健在だった。（笑

忘れかけてた作品···｡

なんかこれ前にも書いてたっけ???
すっかり忘れた。（笑

ﾁｬﾝｽとﾋﾟﾝﾁかぁー。



確かにﾌﾟﾚｯｼｬｰって意味では似てると思う。

そう、そしてﾁｬﾝｽもﾋﾟﾝﾁも自分が大きく成長する上に

欠かせないもの。

だからそれを乗り越えられたら成長出来ること

間違いない。

だからﾁｬﾝｽも逃したくないし、

ﾋﾟﾝﾁもうまく乗り越えていきたいと思う。

まひるの存在自体がﾋﾟﾝﾁでﾁｬﾝｽだったからね。（笑

ﾎﾝﾄの親に捨てられたﾋﾟﾝﾁと今の親に拾われたﾁｬﾝｽ。

そして今の生活にあるﾌﾟﾚｯｼｬｰ。

乗り越えていきたい。

安田章大様

うーん。

まひるんちも家族揃って外食ってあんまりないかな。

たまにｵｶﾝが近所のお店に連れていってくれるぐらいで。

なんか章大の家族ってﾎﾝﾄ暖かくて好きだなぁー。

お姉ちゃんにしろ、お父さん、お母さんにしろ

すごく仲が良くて暖かいんだなぁーって思う。

うちは別に仲が悪いとか全然そんなこともないんだけど

でもまひると家族の生活の時間帯が違うから

家族が揃うことがまずなくて

ｵｶﾝぐらいしか顔あわせないんだよね。

だからなんか章大んちがうらやましいなーって思う。

だから章大が優しい子に育ってるんだなぁーって。

あ。章大、E.D.O.好きなんだねー。
RIZE好きなら当然なのかな。
まひるもDef　TechとRIZEのｺﾗﾎﾞした曲好きだなぁー。
つーかつーか。

ﾔﾊﾞ目って!!!!!（笑
ﾎﾝﾄにﾔﾊﾞｲんですけど!!!!!（笑
章大はどこであーゆう服を手に入れてくるんでしょう。（笑

謎だわ。

なんか金色とか銀色とかのｱｳﾀｰってｷｬﾝﾍﾟｰﾝｶﾞｰﾙとかが

着るものだとまひるは思ってるからね。（笑

安田さんはどこのｷｬﾝﾍﾟｰﾝｶﾞｰﾙですか???（笑



大倉忠義様

『生きる』については奥が深いと思う。

まひるが思う生きるは今、自分が出来る精一杯のことをして

時には悩み苦しみ、そして楽しく過ごすことなんじゃないかな。

まひるは中学生の頃、死のうとしたことがあった。

今、思えばなんてﾊﾞｶなことをしたんだと

思うけどその時は生きてることに何の

意味もないと思ったから。

でも生きてることに意味のない人なんて

いないと思うんだよね。

誰にも何かしらの与えられたやるべきことが

あるはずだから。

忠義達は人様を喜ばせてなんぼの仕事でしょ???
だから人が喜んでくれるようなことを

いろいろ考えてやっていくべきだと思う。

自分の過去を否定することなんて全然しなくて

OKだと思うよ。
だって今、生きることについて気づいたんだから。

答えはきっと長く生活していく上で

出てくるかもしれないし、

出てこないかもしれない。

それでも今出来る精一杯のことをして

生きたらいいんじゃないかなぁー。

自分の人生に手抜きはしちゃﾀﾞﾒだと思うよ。

休息は必要だけど無駄な手抜きはﾀﾞﾒだと思う。

楽しくﾊｯﾋﾟｰに暮らせたらそれでいいと思うよ。

村上信五様

常識かぁー。

まひるもたぶん人並みぐらいの常識は持ち合わせてる

つもりだけど

でも人によって常識って微妙に違うじゃん???
だからどこまでが常識なのかはわからない。

まひるんちもそうだよ。



家でもちゃんと挨拶しないと怒られる。

家族だからって手抜きは許されないんだよね。

あ。うんうん。わかる。

友達同士でも常識という価値観が一緒じゃないと

長くは友達でいられないと思う。

だからまひると空（＠章大）の常識は一緒なんだと思う。

だから６年も一緒にいられるんだと思う。

空と出会って見習おうって思ったことは

たくさんある。

その中でも食事した時にたとえ場所がﾌｧﾐﾚｽだったとしても

必ず店を出る時に

「ごちそうさまでした。」って言うんだよね。

これはまひるの中には照れがあって出来てなかった

ことだからすごいかっこいいなーって思った。

だからﾎﾝﾄ挨拶は基本だよね。

挨拶のちゃんと出来ない子はﾀﾞﾒだよね。

あとこうゆう場をやってるとｺﾒﾝﾄとかくれる方

たくさんいらっしゃるんですが

いきなりﾀﾒ語でｺﾒﾝﾄされてもねー。

って思うこともあります。

やっぱり最初はちゃんと敬語で担当、名前は必須だと

思いますね。

横山裕様

最近お腹が出てきたんだよね???（笑
腹筋してくれ。（笑

やっかしｶﾚﾝﾀﾞｰ撮りだったんだ???
絶対そうだと思ったんだよなー。

ｶﾚﾝﾀﾞｰ早く予約しなくちゃ。

ちなみにエイトはもちろんｼﾞｭﾆｱとNEWSをどうしようか
悩んでるんですけど。（笑

ｱﾌｫですか???
だって亮ちゃんが見たいんだもん。

あとｼｹﾞｯｼｭ。（笑

ちなみにそれは章大に言うべきだと思います。

疲れて寝てるのに起きてしまっては



可愛そうじゃないですか???
だからいくら仲間とは言え注意すべきだと

思います。

爆音はよくないですよ。

安田さん。（笑

じゃ、長くなりましたので

この辺で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

ｺﾒﾚｽ

瑛子（＠忠義）

ありさ（＠博貴） 瑛子（＠忠義）
うんうん。

最近絡んでなかったからこれから

いっぱい絡もうねー。

なんか元々そんなに瑛子と絡んでなかったじゃん???
だからこれからはいっぱい絡んでもっそい仲良く

なりたいなーって思ってます。

いっぱいエイトの話、忠義の話しようねー。

これからもﾖﾛｼｸ。

ありさ（＠博貴）

でしょ???
たっくんのﾁｮﾛ毛は衝撃的だよねー。

何あれは???
ﾎﾝﾄ新しく飼いなおそうかと思ったぐらいで。（笑

でも愛着があるから我慢我慢って思って我慢してるんだけど

見るたびにこっけいに思えてきて。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


明日???いいともー!!!!
「明日」の忠義めっちゃﾔﾊﾞｲよね???
ｺｰﾗｽ部分とか最高だし、

衣装もかわいいし、ｿﾛﾊﾟｰﾄの時のちょっと微笑むとこ。

めっちゃﾔﾊﾞｲ。

忠義ﾌﾞｰﾑじゃなくて忠義愛に変わったのねー。（笑

でもﾎﾝﾄあれは愛すべきｷｬﾗだとまひるは思う。



2005.12.03 Sat 努力って報われますか???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんかさ、仕事一生懸命やってるのに

うまくいかなくて。

なんかしかも別に何か失敗したとかそうゆうんでもないし、

ただ店長に気に入られてないだけっつーか。

人間関係に凹む。

結局店長が他女性ｽﾀｯﾌと付き合ってて

その人が周りの女性ｽﾀｯﾌとうまくいってないから

女性ｽﾀｯﾌが邪魔っつーかそんな感じ。

声が小さいとか前から言われてたんだけど

別にみんなと変わらないと自分でも思ってるし、

そんなんで怒られる理由もわからない。

ﾎﾝﾄｲﾔ。

すっごい理不尽な怒られ方したから

すっごいﾑｶﾂｸ。

ま、いいや。

明日から頑張ります。

気分悪くされた方ｺﾞﾒﾝなさい。

つーか昨日、久々に「Spirits!!」見た。（笑
なんかね、ﾚｲﾆｰの時の衣装あるでしょ???
あれの着方???（笑
忠義と章大だけ襟立てて着てるんだけど

もうそれが好き。（笑

あれは絶対襟立てて着た方がｶｯｺｲｲ。

で、やっかし「明日」を５〜６回見てｷｭﾝ死した。

ﾔｯﾊﾞｲって!!!!!
もう何度も書いたかもだけど

忠義のｿﾛﾊﾟｰﾄの時にｱｯﾌﾟになって微笑むでしょ???
あれは絶対反則だと思う。

あんなの見たら萌え死するって!!!!



忠義とｲｸ???って感じですわー。
いっとけいっとけ!!!!（笑
あの微笑のﾀｲﾐﾝｸﾞとか絶対計算かと思うぐらい

ﾊﾞｯﾁﾘで。

そんな計算が出きるほどの人でもないので

あれは天然だなと。（笑

もっそいかわえぇー。
天然ちゃん大好き。

まひるの基本は天然ちゃん、不思議ちゃんloveだから。
もうね、ﾎﾝﾄ元担とか全部暴露すると素性がばれるから

言えないんだけど

ﾎﾝﾄ天然ちゃん大好きなのよ。

ﾎﾞｻっとしてればしてる程ｷｭﾝってなるの。（笑

なんなんでしょうねー。これって。（笑

一種の病気だよなぁー。（笑

だからﾎﾝﾄ顔とかじゃないんだよね。

顔から言って統一性ないし。

ｷｬﾗですわ。ｷｬﾗ。

そうだなぁー。顔でもっそいﾀｲﾌﾟって言うのはね、

押尾学さん。

あのﾁﾝﾋﾟﾗ具合にもｷｭﾝってなるんですけども。（笑

あとね、最近知ったんだけど

hydeが３５歳って知ってｼｮｯｸ受けた。（笑
意外と年くってたのね。（笑

３０歳ぐらいだと思ってた。

hydeの顔もすごく好き。
顔のﾀｲﾌﾟってゆーとそんなとこかな。

つーかつーか。

日曜日のHEY3のエイト収録なくなったってどうゆうこと???
エイトだけなくなったの???
朝知ってｼｮｯｸだったんだけど。

年末のＳＰに出れると思ってｳｷｳｷだったのになー。

なんとかならないんだろうか???
これも大人の事情ってやつですか???



はぁー。ｼｮｯｸ!!!!
今日はついてないやー。

男前な一日じゃなかった。（涙

いいんだ。来週の木曜日、空たん（＠章大）と

ご飯食べに行く約束したから。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

追伸：

ぽんきちさん、ありがとー!!!!
まひるも大好きだぁー!!!!!
ぽんきち???ぼんきち???
ぼんきちだったらｺﾞﾒﾝなさい。（笑

ｺﾒﾚｽ

ありさ（＠博貴）

ありさ（＠博貴）

たっくんも愛すべきｷｬﾗ???（笑
あんなﾁｮﾛ毛生えてるのに???（笑
いやー。これからもっと可愛くなってくれるんじゃないかって

ひそかな望み込めて我慢してるんだけど。（笑

もう夏ぐらいから相方の空（＠章大）に

たっくん可愛くないとか言われてて。

相方の飼ってる「ﾁﾊﾟ」がﾋﾟﾝｸに可愛く変身したもんだから

言われたい放題ですわ。（笑

「明日」は絶対ﾔﾊﾞｲよね???
ｷｭﾝ死しちゃうんですけど。
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しかも何度見ても胸ｷｭﾝ度は変わらないの。

ありさのお母さんもたっちょんが１番って言ってるのー???
いやー。嬉しいねー。

うちのｵｶﾝは絶対ﾋﾟﾛｷとか好きそうなんだけど。（笑

うちのｵｶﾝはね、ﾀｯｷｰと森田剛くんと亀ちゃんが好きなのね。

ま、森田剛くんは計算外なんだけど。（笑

だからエイトだったらﾋﾟﾛｷかなぁー。って。

絶対忠義とかはありえなさそう。（涙

でもあの笑顔を見たらきっと忠義って言ってくれるかも。（笑

了解しましたー。

ありさのﾌﾞﾛｸﾞもﾁｪｯｸしておくねー。

ありさはもうすっかりここの常連さんだよー。

これからもﾖﾛｼｸねん。



2005.12.04 Sun 絶対、負けない。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日ね、店長が休みだったから

休憩中に先輩に昨日の話聞いてもらったのね。

そしたらやっかしまひるの声、小さくないよ。

って言ってくれて。

前から店長に言われてるんですけど

至って言われる理由がわからないんですよ。

って言ったら先輩も理不尽な怒られ方するみたいで。

で、とりあえず先輩の手のあいてる時に

まひるの接客見直してくれるってことになって。

もうﾎﾝﾄ怒られる理由がわからないの。

先輩も注意されるとしたら接客ぐらいだけど

別に普通だと思うよ。って言ってくれて。

ま、でも悔しいから研修受けることにしました。

ちっくしょー。

ぜってぇー負けねー。

そんなわけでちょびっと元気になりました。

んでもって和泉ﾓﾄﾔの髪型はどうかと思いました。（笑

なんか能で髷を結うから伸ばしてるらしいけど

まひるには小室哲哉にしか見えない。（笑

品祖加減が。（笑

あー。もうﾎﾝﾄ小室哲哉大嫌いでさ。（笑

音楽的にも認めてないし、性格も認めてない。

そんなわけで小室ﾌｧﾐﾘｰのＣＤは浜ちゃんのやつしか

持ってない。

あと浜崎とかもあんま好きじゃない。

否定はしないけどＣＤ１枚も持ってないし、

買おうと思ったこともない。



あ。今日ね、先輩が奥さんに洋服買ってあげたい

とか言ってたから一緒に選んであげたのね。

ﾏｼﾞ面白いんですけど。

意味なく洋服なんてﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄしたら勘ぐられるやんなー???
って言いながらｶｰﾄﾞでご清算。

はい。ちなみに関西人の先輩です。

１番仲良しかなぁー。

あー。でもＲちゃんとかも仲良しだしなー。

Ｒちゃんとその先輩ぐらいかな。

愚痴れるのって。

ﾏｼﾞ先輩面白いんだわ。

やっかし関西人とは話があうわー。

なんかﾉﾘが好き。

絶対結婚するなら関西人だわ。（笑

なんか話しててもなんとかなるってゆーすっごい

前向きなのよ。

先輩の性格なのかもしれないけど

でも絶対関西人の血もあると思う。

ちょっとｽﾞなぐらいが
ちょうどいい。（ずうずうしいのｽﾞね）

とーこーろーでー。
今日、ＨＥＹ３の収録、エイトあったのかなぁ???
番協が中止???エイト出演が中止???
もっそい気になる。

生忠義が拝めないならせめて番組で拝みたい。

その前に溜まってるほんじゃに見ろよって話ですけどもー。（笑

もうね、ﾋﾞﾃﾞｵがごちゃごちゃでどこから見てないとか

何もわからないのでござるよ。

とりあえず再来月に新しいﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ買おうと思ってるんだけど。

部屋のやつ壊れたまんまでﾘﾋﾞﾝｸﾞで録画してるから

全然ｦﾀﾋﾞ鑑賞も出来ないし。

ま、その前に眼鏡とｺﾝﾀｸﾄを新しいやつに

変えないとﾀﾞﾒなんだけどね。



亮ちゃん、両目で１.0あるのに眼鏡作るとか贅沢だなぁー。
ｽﾞｯｺｲよ。ｽﾞｯｺｲ。

まひるなんて両目でも0.05しかないっつーの!!!!
眼鏡も1番最初に作ったやつだからもう度があってないから
たぶん0.7も見えてないはず。
ｺﾝﾀｸﾄしてｷﾞﾘｷﾞﾘ0.7見えてるぐらい。
せめて1.5ぐらいは欲しいんですけど。
乱視が入ってるからなかなか使い捨てでは

視力が出ないんですよ。

でも今は乱視用の１Dayとかもあるから
それを買おうと思ってて。

ﾎﾝﾄｺﾝﾀｸﾄなしではろくろく夜道も歩けません。

全く見えません。

つーか昼間でも怪しいっつーの。

眼鏡作ってﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ買って、そしたら部屋で

ｳﾊｳﾊにｦﾀﾋﾞ鑑賞してやるぅー。

あ。今日、なんも忠義の話してない。（苦笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。
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2005.12.05 Mon HEY３出てないっぽい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

精神的にもっそいｷﾂｲ週だったわー。

とりあえず明日病院行こう。

でもとりあえず過呼吸の発作おこさなかっただけ

ﾏｼだわ。

まひる、どっちかというとじんわりﾎﾞﾃﾞｨｰﾌﾞﾛｰが

効いてくるﾀｲﾌﾟだから

一人でいろいろ考えてしまって自滅するんだよね。

でも今回は早いうちに手が打てたから良かったよ。

ま、この先どうなるかわからないんだけどね。

なんか最近ここ見てくれてる人が増えてるんですよ。

ちょっと前に比べても２００人ぐらい増えてるの。（笑

ちょっとすごくない???
まひるさん、頑張ってる。（笑

つーかこんなくだらないﾌﾞﾛｸﾞにお付き合いくださってる方に

ﾎﾝﾄ感謝ですよ。

なんかその数字を見るだけで頑張れるってゆーか。

あり難いなーって思いますね。

しかも意外と同担さんとか見てくださってて

ﾎﾝﾄ嬉しいです。

なかなか同担って受け入れられなかったりするじゃないですか。

でも結構見てくださってて

ﾎﾝﾄに嬉しいです。

つーかゆいさん（＠村上ん）のﾃﾝﾌﾟﾚが理琉（＠すば・亮）と

ｵｿﾛらしいんですがめっちゃ可愛いです。

しかも松竹座やらUSJのﾂﾘｰやらでﾎﾝﾄエイト担には
感動のﾃﾝﾌﾟﾚなのでみなさん、ぜひﾘﾝｸから飛んでみて

ください。



ちなみに理琉のとこはまひるのもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞから

飛べます。

ゆいさんがﾃﾝﾌﾟﾚ作ったらしいんですが

ﾎﾝﾄ可愛いです。

USJのﾂﾘｰは写真でしか見たことないんだけど
１度行ってみたいな。

USJで思い出したんだけど
ｻﾏｽﾍﾟの帰りだったのかなぁー。

同じ夜行ﾊﾞｽの中ですっごいうるさい団体の女子が

一緒だったんですよー。

行きも一緒だったんだけど

普通ﾊﾞｽの中とかだったら声のﾄｰﾝ落としますよね???
でもその集団は普通にしゃべる声でしゃべって笑ってて。

最悪だー。

とか思ってたら帰りも一緒のﾊﾞｽだったんですよ。

なんかUSJの帰りっぽかったんだけど
その中の１人からいきなり「渋谷すばる」の名前が。

いや、びっくりした。

普通に空（＠章大）と凍ったもん。

まさか彼女達もｻﾏｽﾍﾟ見て次の日USJだったのか???
って空と考えたんだけど

それからずっと聞き耳立ててたんだけど

エイトメンの名前も出て来なかったので

どうやら偶然だったようで。

別に一緒でもいいんだけど

ただね、あまりにもﾏﾅｰがなってなかったから

そんなのがエイト担だったらｲﾔだなって思っただけで。

ﾏﾅｰの悪い人とかﾎﾝﾄまひるは嫌いで。

うちが結構厳しく育ててくれてるんで

人並みの常識は持ち合わせてるんですけど

でもまひるだって完璧じゃないし。

誰が手本とかないけど

でも人並みの常識ぐらいは欲しいですよね。

で、話は戻るんだけど

一般人の中からすばるの名前が出てくるとは

思わなかった。（笑

しかも大阪の帰りだったし。



あ。そだ。

浅田学くん２０歳おめでとう!!!!
浅田くんは男前だから好きです。

結構顔ﾀｲﾌﾟかも。（笑

いやいや、今の最も理想は

大倉忠義様ですけども。
ﾏｼﾞ大倉ﾏｼﾞｯｸにやられてるぅー。

悔しいけどﾎﾝﾄ完璧にｴﾙﾌｨﾝの魔法かかってまふー。

いや、面白かったな。

ｻﾏｽﾍﾟ。（笑

まひるはエイトの演技はもちろんみんな各自すごいなーって

思ったんだけど

エイトにまじって頑張ってた中間淳太くんの演技は

すごいものがあるなぁーと思った。

ﾎﾝﾄに中間くん面白かったです。

あの気持ちの切り替わり方が最高でした。

エイトに比べたら全然だけど

でも敢闘賞をあげたい。

そんなわけでまなぶん、２０歳おめでとう。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。
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2005.12.06 Tue 遥斗が大好きだー!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか今日はまんまと錦戸亮にしてやられた。

やられました。

どﾂﾎﾞにﾊﾏりました。

ﾏｼﾞ、男前すぎる。

遥斗が大好きだ。

すっごいいつも遥斗かっけーなって思って

見てたけど

今日はもう気持ちは錦戸担ですよ。

いや、ﾏｼﾞでﾏｼﾞで。

錦戸亮ってこんなに男前だったっけ???
って思うぐらい大好きになりました。

ﾏｼﾞかっけー。

ｽﾃﾁ。
なんかどんどん亜也の病気が進行してるじゃないですか???
それで遥斗のお父さんの言うことも

最もだと思うんですよ。

全然間違ったことは言ってないとまひるも思います。

でも遥斗は自分の気持ちを選びました。

亜也に告りました。

しかもなんかその言い方がもっそい錦戸亮!!!!
って感じに思えてめちゃ萌え。（笑

好き。かもしれない。たぶん。

萌え〜。

なんか亮ちゃんに告られてる感じだった。

つーか亮ちゃんの告り方ってどうなんだろ???
やっかしもっと強引な感じかな???
ﾏｼﾞ遥斗がｽﾃｷで。

で、今ちょうど「１ﾘｯﾄﾙの涙」の本を読んでるんだけど

養護学校に入学が決まったとこまでしか

読んでなくてなんか先がもっそい気になるの。

本の亜也はすごい泣き虫で



ﾄﾞﾗﾏの亜也ほど強くなくて。

でもきっとﾄﾞﾗﾏの亜也もまひるが思ってる程

強くはないんだなーって今日のやつ見て思った。

たくさんの苦労があって困難があって

泣きたくて泣きたくてたまらないんだなぁーって思った。

だから遥斗の存在はすごく大きいんだなぁーって思った。

遥斗の言葉すごくｽﾃｷだった。

亜也の話ゆっくり聞くって言ってくれて

一緒に歩いていくって言ってくれて。

すごくすごく亜也の支えになったと思う。

来週の予告とか見たらもっそい壮絶で。

結婚の言葉とか出てたし、

なんかﾎﾝﾄに切なかった。

ﾔﾊﾞｲ。このﾄﾞﾗﾏが終わった頃、まひるは錦戸担???（笑

あー。でもね、まひるは『明日』の大山田に激しく萌えてる

から全然大丈夫なんですけど。

大山田の３人がもっそい可愛いの。

もうね、普段しゃくれとか言ってる（失礼）

丸ちゃんにまで萌え萌えしてるもん。

丸ちゃんのあの歌い方がもっそい可愛いの。

章大もね。

章大の歌ってるとこももっそい可愛いし、

空（＠章大）も「Spirits!!」の中では１番好きなんだって。
まひるも『明日』が歌では１番好きで

あと忠義のﾄﾞﾗﾑｿﾛが好き。

明日の穏やかな微笑みとﾄﾞﾗﾑｿﾛの時の真剣な眼差し。

このｷﾞｬｯﾌﾟに激しく萌えっとするんですよ。

萌えっとね。萌えっと。

ちなみにしゃくれとか言ってるけど愛あっての

発言なんで。（笑

ﾋﾟﾛｷはﾌﾟﾁしゃくれ。

早くしゃっくんどっくん復活しないかなぁー。

（ﾋﾟﾛｷ＆錦戸）



つーかなかよしだっけ???
あれの写真今日画像で見たんだけど

ﾔﾍﾞｪｰ。男前だ。

買わないとﾀﾞﾒじゃん。

つーかこの年でなかよしなんて買うのにはもっそい抵抗を

感じるんですが。

ちなみに明日、ｶﾚﾝﾀﾞｰも予約してこよー。

つーかエイトとｼﾞｭﾆｱのｶﾚﾝﾀﾞｰを予約するのは

決めたんだけど

NEWSをどうするか決めてなくて。
でもどっくんが見たいし。

そんな今年でNEWSのｶﾚﾝﾀﾞｰなんて３度目でしょ???
それで１度も買うことに迷ったことなんてないのに

今回は迷ってます。

ちなみに毎年買ってません。

なのに今年に限ってどっくんが拝みたくなって。（笑

ﾔﾍﾞｪｰ。どっくんにﾊﾏってる。

あー。どっくんが好きだ。

全然浮気なんてしてませんよ。
ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに。

ﾎﾝﾄに忠義ONLY　LOVEですってば!!!!
今時ONLY　LOVEなんて言い方するのか???（笑

ﾌﾟﾁどっくんﾌｧﾝ。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

ｺﾒﾚｽ

ありさ（＠博貴）
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真優さん（＠すばる） ありさ（＠博貴）
髪の毛ふさふさになってくれたらいいのに。（笑

あのまんまちょろ毛のまんまだったら

大倉忠義に文句言ってやる。（ｳｿです）

なんか空（＠章大）に下ﾈﾀばっか書いてるからだって

言われた。（笑

最近下ﾈﾀ控えてるのになぁー。（笑

空のﾁﾊﾟ可愛かったでしょ???
ﾋﾟﾝｸで。

なのにまひるのたっくんはちょろ毛ですから。（涙

「明日」はね、狂い死かな。（笑

なんかｲﾔなこととかあってもあの笑顔を思い出すたびに

まひるも笑顔になれるんだよね。

まひるのｵｶﾝにも忠義の良さをｱﾋﾟっておかないとﾔﾊﾞｲね。

あんな可愛い子披露しないともったいないわ。（笑

忠義ｽﾏｲﾙはﾏｼﾞﾔﾊﾞｲ。

狂い咲きﾊﾞｰｼﾞﾝﾛｰﾄﾞって感じ。（笑

意味がわからん。（笑

真優さん（＠すばる）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

どもどもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾌｧﾝなんて滅相もない。＞＜

でも嬉しいです。

訪問者が増えると嬉しいですよね。

昨日なんて大台にのってましたよ。（笑

ｽｯｹﾞ｡って思ってみました。

USJのﾂﾘｰ是非みたいですねー。
今年はｸﾘﾊﾟに行けないので

大阪に行く予定もなく来年行けたらいいなーって

思ってます。

来年は絶対USJのﾂﾘｰ見てやるぅー。
真優さんは去年の点灯式の時、

行かれたんですか???
あれすごく行きたかったんですよー。

でもｸﾘﾊﾟが控えてたからそんなにお金に余裕もなく



行けなかったんですけど。（涙

やっぱ記念すべき行事には参加したいものです。



2005.12.07 Wed ｶﾚﾝﾀﾞｰ予約してきたー。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、仕事の帰りにｶﾚﾝﾀﾞｰ予約してきたどー。

なんか特に用紙も持っていかなくて

口頭で「２月下旬発売のｶﾚﾝﾀﾞｰ予約したいんですけど。」

って言って

「関ジャニ∞とｼﾞｬﾆｰｽﾞｼﾞｭﾆｱとNEWSなんですけどー。」
って言ったのね。

もう、絶対そんな名前出してもわからないような

ｵﾊﾞﾁｬﾝとｵｼﾞﾁｬﾝでさ。（苦笑

で、ゆっくり言ったら

「関ジャニeight」「ｼﾞｬﾆｰｽﾞｼﾞｭﾆｱ」「ﾆｭｰｽ」
って予約票に書かれました。

ｵﾊﾞﾁｬﾝ惜しいよ。って思った。（笑

関ジャニ∞の関ジャニはあってるじゃんかー。
まひるさん、これで無事に予約出来てると思いますか???
ちょっと不安ですわー。

そう、結局どっくん見たさにNEWSも予約したのだ。
あとｼｹﾞｯｼｭね。（笑

なんかそれでｦﾀ誌購入して読んでたら

どこかに「ｼｹﾞと忠義の顔が似てる」って

言う話が出てて

それでｼｹﾞの顔ﾏｼﾞﾏｼﾞと見たんですよ。

似てる!!!!!
ｼｹﾞと忠義、似てる。

あー。だからまひるはきっとｼｹﾞｯｼｭが好きだったんだなー

って思った。

ｼｹﾞｯｼｭなんて事務所に入った当初から好きだったけど

当時はｼｹﾞｯｼｭと忠義の顔似てなかった。

ここ２〜３年の２人の顔は似てる。

ｼｹﾞｯｼｭなんてすっごい昔のｼｮｯﾌﾟの写真とかなぜか

持ってるし。

なんかﾏﾌﾗｰ巻いてるやつかな???



もっそい可愛いの。

顔の濃さが似てるのかな???
分類的に一緒だよね。

なんか妙にすっきりしたもん。

あと何の雑誌だろ???
KAT-TUNの後、いきなり忠義から始まるやつ。
あれの章大がもっそい可愛いの。

胸ｷｭﾝですよ。

胸ｷｭﾝって言えばまた何の雑誌か忘れたんだけど

「里見八犬伝」のﾒﾝﾊﾞｰが載ってるやつ。

あれの目つきの悪い押尾学様に胸ｷｭﾝですよ。

昨日の今日なのにもうすでにどっくんﾌﾞｰﾑも去り−。（苦笑
普通にｦﾀ誌のどっくん読んでました。

あ。だって昨日の「スカ☆J」の大倉忠義の豪快な笑い声に
爆笑。

即効、空たん（＠章大）から

「たつよし、声ﾃﾞｶｲ。」のご指摘ﾒｰﾙが。（笑

ちなみにまひると空の予想は博多のｶﾘｽﾏ店員だったんですけど。

あとね、まひるのﾂﾎﾞは「どS」なのか「どM」なのか
最近微妙になってきた錦戸亮なんですけども。

自分で「ｵﾚMやから〜。」って言ってましたよね???
だったら進んで柔術で投げられてください。

もうそこがｵｶｼｸてさ。

ﾍﾛﾍﾛにやられてる錦戸亮を見るのが楽しみな

まひるは「どS」ですかねぇ???
自称「どM」なんですけども。

あと、「ﾛﾝﾘｰﾏｲﾙｰﾑ」の総集編が面白かった。

つーか横山さん、可愛すぎ。

あれで２４歳ですか???

うそーん。
普通に見たまりかﾀﾝが可愛かったです。

横山さん、全然人見知りしてる風にも見えなくて

もっそいなじんでました。



冗談かましたりしてたし。

横山さん、ﾏｼﾞ可愛い。

とても悪巧みを常に考えてる白子豚とは

思えません。

なんかさ、そういえば最近はもうしてないっぽいけど

ちょっと前まで忠義が赤のﾋﾞｰｽﾞって言うのかな???
赤い玉のﾈｯｸﾚｽみたいなのしてたじゃん???
あれすごい好きだったんだけど

数年前ぐらいにすばるもしてたよね。

で、今日、ｦﾀ誌見たらすばるが黄緑の玉のやつしてて

何ー???
って思った。（笑

君達ﾓｰﾎｰ族???（笑
ちなみにまひるも赤いﾋﾞｰｽﾞのﾁｮｰｶｰ持ってる。

数年前までしてたんだけど。

で、忠義がし始めたから気になって探してみたんだけど

見つからなくてさ。（涙

何ー???忠義とｵｿﾛがｱｶﾝのかい???
神様のいじわるぅー。

明日は空たんとお食事会なのです。（ｳｿ

ただのｼｰﾒｰです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

ｺﾒﾚｽ

乃華（＠博貴） 乃華（＠博貴）
こんばんﾜﾝﾂｰ。

お久しぶりなのねん。

冬休みに入ったんだ???

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


うらやまー。激しく裏山ー。

亮ちゃん、めちゃｶｯｺｲｲよね???
もうね、前から萌え萌えしてたけど

なんかその度合いを超えたね。

ﾏｼﾞ最終回とかﾔﾊﾞｲかも。

大好き。

錦戸亮、最高です。

今年のﾄﾞﾗﾏはﾎﾝﾄ良かったなーって思うわー。

ごくせんから始まり、anego、しょい、花男、１ﾘｯﾄﾙの涙、
野ﾌﾞﾀ。と言い出せばきりがないけど

すごいﾄﾞﾗﾏにﾊﾏった年だなぁーって思った。

またこれからも絡んでいこうねー。

ﾖﾛｼｸ。



2005.12.08 Thu 遊んできたー。（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は、相方の空たん（＠章大）と遊んできました。

いやー、空たんと会うの約１ヶ月ぶり。

でね、全然聞いてなかったから

空たんのｸﾘﾊﾟの席聞いたのね。

最前!!!!（爆笑
空はまひるが一緒じゃなくてｺﾞﾈてたけど

まひると空って結構大阪のﾁｹってﾐﾗｸﾙが多くて。（笑

去年も５列目花道横とかあったしね。

だから今回も空たんがﾐﾗｸﾙおこしてました。

一緒じゃないのは残念だけど

空たん、頑張ってきてね。

報告楽しみにしてます。

それでね、空たんとご飯食べて

その後、雑貨やさんに行ったのね。

携帯ｸﾞｯｽﾞを買いに。

で、買ってきたっす。

ﾗｲﾝｽﾄｰﾝとｲﾆｼｬﾙの入った携帯ｽﾄﾗｯﾌﾟ。

さっきﾗｲﾝｽﾄｰﾝは貼ったんだ。

今、乾かしてる最中なんだけど

もっそいﾄﾞ派手です。

ちなみにﾋﾟﾝｸのﾗｲﾝｽﾄｰﾝ。

ｲﾆｼｬﾙはもちろん「T・O」ですけど。（笑
え???ｷﾓｲ???
ｷﾓｲ言わないでー!!!!
いつものことだから。（笑

空とｵｿﾛだし。

もちろん空は「S・Y」ですよー。
はい。そこｷﾓｲ言わない。



あ。そだ。

今日はこれで終わりまーす。

いつもの勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽは明日やります。
通常のｺﾒﾚｽも明日やります。

ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。

追伸：年賀状交換してもいいよーって人が
いましたらﾌﾟﾛﾌのとこにﾒｱﾄﾞ載せてるんで

そこにﾒｰﾙください。

可愛い年賀状は書けないけど（ﾊﾟｿが壊れてるから）

愛のこもった年賀状送ります。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.12.09 Fri 光って高いよなぁー。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんかさっきNTTから電話あってまんまと
つかまった。

光が無料で２ヶ月試せるからって話に

載ってしまった。

高いからたぶん断ると思うけど。

あと２千円ぐらい安くなったら使ってもいいけどさー。

そんなわけで昨日のお約束ね。

勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽやりまっす。

渋谷すばる様

はい。いかがわしくお過ごしです。

所詮大倉担ですから。（笑

「style」って雑誌。
なんか見たことあるようなないような。

そうゆうﾋﾟﾝのお仕事って嬉しいよね。

なんか嬉しい。

そうゆう年代の人にも認められた気がして。

楽しみにしてますねー。

ﾄﾞﾘﾎﾞﾘﾊ大変そうですなぁー。

今回はどんな感じなんだろうなー。

行けないんですけどね。

いや、もしかしたらだけど行けるかもしれないし、

まだわからないんだよねー。

行けたらいいな。

ｸﾘﾊﾟ、いいなぁー。

行きたい。

なんかﾄﾞﾘﾎﾞ行けないのは諦めるとしても

ｸﾘﾊﾟ行けないのはめっさ凹む。



すばるの「いっぱい元気で綺麗な優しい花が

咲きますように···」って言葉がすごくｽﾃｷ。

内博貴様

こんばんﾜﾝﾂｰ。

ｶﾚﾝﾀﾞｰ予約してきたよ。

でもﾋﾟﾛｷいないんだよね。（涙

復帰しても１年間はﾋﾟﾛｷのいないｶﾚﾝﾀﾞｰで

過ごすのはちょっと凹む。

でもいっぱいいっぱいﾋﾟﾛｷの瞬間瞬間を

頭に刻み込むから。

それがまひるのｶﾚﾝﾀﾞｰ。

錦戸亮様

骨折り損のくたびれ儲けってそうゆう意味ね。（笑

ﾎﾝﾄに骨折ってるし。（笑

つーかまひるさん、たぶん生まれてこの方

骨折したことないんだよねー。

脱臼はあるんだけど。

だから骨折の痛みとか知らないんだよねー。

感覚もわからないし。

なんか亮ちゃんの話、もっそいﾘｱﾘﾃｨあるので

ちょっと怖いんですけど。

でもお父さんって建築関係のお仕事だっけ???（違うかも
だからやっぱ亮ちゃんのお父さんって

子供の頃から才能あった人なんだね。

亮ちゃんのお父さんは苦労した人なんだね。

おじいちゃんも。

だから今の亮ちゃんの軸となる程の家族を

築いてる人なんだと思う。

亮ちゃん、家族を大切にね。

丸山隆平様

数年前のまひるはね、別にいつ死んじゃってもいいや



って思ってたのね。

それは大切と思えるものが何一つなかったからだと

思う。

今は絶対死にたいとか死んでもいいやとか

思わない。

それはたくさんの大切なもの、守るものが

出来たからだと思う。

そう、誰のためじゃなく自分のため。

丸ちゃんがなんかようやく復活を遂げたような

気がする。

人が好きだという丸ちゃんが大好きである。

安田章大様

ちぃ〜っす。（笑

なんか相変わらず東京と大阪行ったり来たりで

大変っぽいね。

ﾎﾝﾄに章大は家族に大切に育てられたのが

よくわかる。

だから自分が結婚した時の理想を自分の家みたく

って言えるんだと思う。

まひるは、そうゆう風に育ってこなかったんだ。

だから家族のこと尊敬してるけど

まひるが結婚した時にうちのｵﾄﾝ、ｵｶﾝみたく

とかは言えない。

なんか寂しい話だよね。

だからそんな風に思える章大がすっごくうらやましくて。

章大ならきっとﾗﾌﾞﾗﾌﾞな家族が作れると思う。

まひるんちは男女男の順番なんだけど

でも兄ちゃんは一緒に暮らしたことないし、

だからﾎﾝﾄ複雑だよね。

まひるには章大のほっこりしてる家族の絵が

すごく羨ましいよ。

大倉忠義様

出た!!!!



やっかし我慢できなくなったのね???（笑
絶対ｳｽﾞｳｽﾞしてると思ったんだよなぁー。

あの下ﾈﾀ王の忠義がそんなに我慢出来るはずが

ないと思ってた。

久々にｷﾀｰ!!!!
って思ったもん。（笑

ちなみにそのやわらかいものはですねー、

まひるさんは人並みくらいかなぁ???
昔は大きい感じだったけど最近落ち着いた。（爆笑

見る分にはかまわないんですか???（笑
見る分にはいくらでも見たいってことですか???（笑

えぇー。
そんなんそびえたたせておけばいいじゃな〜い。（笑

あ。でもまひる、結構自信ある。（笑

忠義の条件に結構当てはまってるよ。

あんま、上は向いてないかもだけど。（爆笑

でも下向いてるわけでもないし。（笑

いい感じに桃色だし。（笑

つーかそんなこと言わせないでいただけます???
大倉忠義さん。

だーかーらー。
変態だというんです。あなたは。（笑

そんな大倉忠義万歳なんですけども。

ま、今日ぐらいの可愛いやつだったらいいけど

なんか時々、度を越してｴｸﾞｲやつとかあるじゃん???
それは辞めてね。

頼むよ。大倉兄さん。

そんなん出して歩いてたらただの変態じゃないですか???
露出狂ですよ。

それはたまにﾁﾗっと見るからﾑﾌって思うんだって。

あー。結局まひるも下ﾈﾀｸｲｰﾝだから

忠義の話に食いついてしまうんですけどね。

それがｲｶﾝのですよ。（笑

ま、名前が消えてたらやっかしって思うから。（笑
追伸：昨日、空たんと買い物に行った時、



そのやわらかいもののおもちゃがあったんで

空が「たつよしにこのぐらいの柔らかさですか???って聞きたい。」
って言ってました。（笑

それはむっちゃ気持ちよかったです。（笑

村上信五様

変わる。進化する。

それは出来たらいいなーって思う。

でも自分の良い部分を残してそして更に良い部分を

新しく取り入れるように変わっていきたいと

思う。

それが出来たら最高だと思うなぁー。

すべきことと出きることは違うね。

でも自分に出きる限りのことをしたいと思うし、

人にもしてあげたいって思うよね。

もちろんすべきことも大切だけど

すべきことってたくさんあると思うんだー。

でもそれが全部出きるとは限らないでしょ???
よく親にこれだけはちゃんとやってねって

言われることあるけど

でもそれの半分ぐらいまでしか出来てないと思うし。

だからすべきことがひとつでも少なくなるように

頑張っていけたらいいなーって思う

横山裕様

今週のWeb、最高に面白かったです。
生い立ちｼﾘｰｽﾞも面白いけど

でも時々こうゆうヨコから見た他メンの姿とかが

聞けると嬉しいですね。

ゆっちのこともそうだし、すばるのこともそうだし。

それに対してヨコがどう思ってるかとか

わかると面白い。

そんなわけで今日は忠義のとこでﾊﾟﾜｰ全開になって



しまったｱﾌｫなまひるでｺﾞﾒﾝなさい。

所詮下ﾈﾀｸｲｰﾝだから!!!!（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

ｺﾒﾚｽ

いも仔＄（＠忠義）

ぼんきちさん（＠忠義）

陸（＠忠義）

瑛子（＠忠義） いも仔＄（＠忠義）
ﾘﾝｸ了解しましたー。

変更しておきまーす。

また仲良くしてくださいねー。

ぼんきちさん（＠忠義）

ぼんきちさん、ｺﾒﾝﾄありがとうございますぅー。

やっぱりぼんきちさんでしたか???
たっちょんが好きってあったからﾎﾞﾝから由来してるのかな???
って書いたあとに思ったので。（笑

いつも見てくださってるんですか???
ありがとうございますぅー。＞＜

めちゃくちゃ嬉しいです。

ぼんきちさんの本命さんって誰なんですか???
差し支えなかったら教えてくださいねー。

仲良くしましょう!!!!
喜んで!!!!
これからもﾖﾛｼｸお願いします。

陸（＠忠義）

ｶﾚﾝﾀﾞｰ予約したよー。
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なんか出来てるかもっそい不安だけど。（笑

シゲたんと忠義似てるとまひるは思う。

なんか顔の種類が一緒だと思うんだよねー。

よく見てやって!!!!（笑
えぇー!!!!
今、陸は自担が好きすぎてｺﾝﾄﾛｰﾙできてないの???
無事ですかー???
なんかあったらいつでもﾒｰﾙしてきて!!!!
まひるでもお話ぐらいは聞けると思うから。

瑛子（＠忠義）

瑛子って元シゲ担なんだ???
びっくし。（笑

絶対、忠義と顔の種類一緒だよね???
そう２人ともめっちゃ男前なんだよねー。＞＜

めちゃくちゃ大好き。

え???ﾏｼﾞで???
塩谷瞬とシゲの顔が似てるの???
塩谷瞬、観察してみるわー。（笑

ﾌﾚﾝﾄﾞﾊﾟｰｸってﾀｯｷｰと翔央だけかと思ってた。（笑

よく考えたらそれはあり得ないな。（笑

絶対ﾋﾞﾃﾞｵに録るー。

教えてくれてありがとー!!!!＞＜
おっしー、大好きなんだよねー。

でも見るだけで十分なんだよね。

なんかあの性格にはついていけないから。（笑

おもっきし失礼なまひる。（笑



2005.12.11 Sun 凍死するな。（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

さみぃーよ。

ﾏｼﾞで。

ﾊﾟｿをする手がかじかむもん。

早く自分のﾊﾟｿｹﾞｯﾄしてぬくぬくとした

部屋でﾊﾟｿやりたいです。

昨日は、すっかり佳奈（＠忠義）とﾒｰﾙしてて

うっかりぽっかり更新しませんでした。

いやね、佳奈から関西ﾛｰｶﾙ番組もののDVD送ってもらって
それ見ながらやんややんやと盛り上がっちゃいまして。

つーか佳奈＆まひる的見解。

ヨコの髪型はありえねー!!!!!（笑
別にいいんですけど

章大級にｻｲﾄﾞ刈り込んでますよね???
横山さん!!!!!
章大は襟足ですけど。

なんか昔なつかしのﾃｸﾉｶｯﾄみたくなってますけど。（笑

つーかﾃｸﾉｶｯﾄなんて誰も知らないだろうな。（笑

うちね、確かまひるが保育園ぐらいの時だったのかな???
兄ちゃんがﾃｸﾉｶｯﾄにしてちょっと面白かったんですけど。

当時お流行だったらしいです。

その時はそれがﾃｸﾉｶｯﾄって知らなかったんだけど

中学ぐらいになってﾃｸﾉにﾊﾏってﾃｸﾉｶｯﾄの存在を

知りました。（笑

そんな豆知識いらねって。（笑

翔央のﾓﾐｱｹﾞわけてやって。（笑

つーかそんなわけで

只今も昨日に引き続き佳奈とのﾒｰﾙが続いてまして。（笑



どんだけ語ればいいんですか???
つーぐらい佳奈とﾒｰﾙのやりとりしてる。

佳奈とは基本的な部分ですごい話があうから

もっそい楽しいの。

あー。佳奈さん、大好きです。

告ってみた。（笑

ちなみに佳奈のﾌﾞﾛｸﾞにはまひるのもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞの

ﾘﾝｸから飛んでみてください。

えー。そんなわけで今日はですね。

優菜（＠渋谷）からﾊﾞﾄﾝが

回ってきたのでやろうと思います。

○回してくれた方に対しての印象をドゾ☆

優菜について。

優菜はすっごいすばるのことが大好きで

一生懸命で一途でほっとけないなって存在。

何かあったらまひる姉ちゃんに言うんだぞ!!!!
的な感じ。（笑

可愛くて大好きです。

いつも本気で心配してくれたりして助かってます。

大好きな妹の１人。

○周りから見た自分はどんな子だと思われてますか？

人見知りをするので初対面の人にはおとなしく思われがちだけど

仲良しの子にはたぶん変態???（笑

○自分の好きな人間性について５つ述べてください。

・明るい

・素直



・常識人

・頭の良い人（勉強とかじゃなくて

・人に優しい

○では反対に嫌いなタイプは？

・常識のない人

・場の空気の読めない人

・思いやりのない人

○自分がこうなりたいと思う理想像とかありますか？

人見知りしなくて行動派で、

仕事が出来てでもそれが嫌味っぽくなくて

友達に好かれててかわいらしい人。

（ちなみにおっぱいは上向きで）（爆笑

○自分のことを慕ってくれる人に叫んでください。

いつもまひるの力になってくれてありがとう!!!!
まひるはみんながいるから頑張れるんだよ。

みんなが大好きです。

これからもまひるの力になってください。

まひるもみんなの支えになれるよう努力するので

悩みとかあったらいつでもﾒｰﾙください。

どんな些細なことでも良いので。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

○そんな大好きな人にバトンタッチ15名！

１５人もいないなぁー。

どうしよー。

じゃ、



色葉（＠忠義）

ありさ（＠博貴）

ゆいさん（＠信五）

陸（＠忠義）

ゆばさん（＠ヨコ）

瑛子（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

ｺﾒﾚｽ

優菜（＠すばる）

ぼんきちさん（＠博貴）

瑛子（＠忠義） 優菜（＠すばる）
そだねー。

こっちのﾌﾞﾛｸﾞでは初めてだねー。

いや、こっちのﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒﾝﾄくれて嬉しいよ。

あっちのﾌﾞﾛｸﾞだと文字数が少なくて入りきらないっぽいから。

しかも優菜がこっちのﾌﾞﾛｸﾞも見てくれてるんだなぁー

ってのがわかって嬉しかった。

早速ﾊﾞﾄﾝやっておきました。

これからもﾖﾛｼｸねん。

ぼんきちさん（＠博貴）

ぼんきちさんはﾋﾟﾛｷが本命なんですねー。

なんか同担の方が見てくれるのも

嬉しいけど他担の方が見てくださるのも

やっかし嬉しいですよね。

しかもこんなわけわからん変態女を好きと

言ってくださるぼんきちさんにLOVEですよ。
ぜひぜひｺﾒﾝﾄしてってください。

頑張ってｺﾒﾚｽしますから!!!!（笑

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


瑛子（＠忠義）

ﾊﾞﾄﾝまわしちゃいましたー。（笑

もしもうやってたらｺﾞﾒﾝねー。

ｽﾙｰしてー。（笑

なんか最近瑛子と絡めてすっごい嬉しいんだー。

まひる、ﾎﾝﾄ同担さん大好きっこだから。（笑

あ。じゃ、忠義の前がシゲ担だったんだ???
まひるは仁担で副担が忠義だったんだよね。

そう言ってあちこちの掲示板で名乗ってたんだけどさ。（笑

まひるは忠義の不思議ちゃんｷｬﾗにやられてるもんだと

思ってたんだけど

顔もﾀｲﾌﾟだったんだなぁーってやっと気づいた。（笑

おっしー、ｶｯｺｲｲよね???
まひるなんてﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ入ってたぐらいで。（笑

１年ぐらいで熱も冷めました。（ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊ



2005.12.12 Mon もうすぐｸﾘﾊﾟ始まるね。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか今週じゃん???
ｸﾘﾊﾟ始まるのって。

羨ましいなぁー。

行きたいよ。もっそい。

でもいろいろ考えた末に自分で決めたことだから。

ひとつひとつ解決していこうって

決めたことだから。

だからまずは今回のｸﾘﾊﾟを諦めることから

ｽﾀｰﾄしてるんだ。

たぶん来年は行けるかもしれないし。

わかんないけど。（苦笑

でもﾎﾝﾄこれだけは言っておこう。

忠義の愛に冷めたとか全然そうゆうことではなくて

まひるのちょっとしたﾄﾗﾌﾞﾙなだけ。

だから行く気は満々なんですよ。

空たん（＠章大）と最前に入れたらもっそい

楽しいことになるんだろうなーって思うしね。

今日は思った程寒くなくて

ちょっと嬉しい。（笑

昨日とかめちゃんこ寒くてﾏｼﾞで凍死するかと思った。

ﾍﾞｯﾄﾞの中に入ってもﾌﾞﾙﾌﾞﾙしてたし。

ま、結局寝たんですけどね。（笑

つーか明日、仕事休みだから年賀状作ろうと思って。

可愛く作れたらいいなぁー。

全然ﾃﾞｻﾞｲﾝとかも考えてなくて。（ｱﾊﾊﾝ

とりあえずﾍﾟﾝは買ってあるんですけど。（笑

あ。なんか楽しみだなぁー。



まひるね、こうゆうこと大好きなの。

ﾁﾏﾁﾏお手紙書いたりするのって。（笑

でもね、すっごい下書きとかするの。（笑

へたくそだから。（笑

字とかいっぱい書いてる時は調子いいんだけど

最近字を書いてないからもっそいﾔﾊﾞｲかも。（涙

あ。なんかね、顎のとこにｸﾞﾘｸﾞﾘが出来てて

それ触るともっそい痛いんだけど。

ガンか???
たぶんいつもｸﾞﾘｸﾞﾘ触ってるからだと思うんだけど

まひる、２週間に１回通院してるでしょ???
だからそれだけでｳﾝｻﾞﾘしちゃって

普段病院とか行かないのよ。

だから今も右の口角が切れて痛いんだけど

これも絶対自然治癒を待つし、

このｸﾞﾘｸﾞﾘもたぶんしばらく放置だね。（笑

って笑ってる場合ではなくて???（笑
あー。さいですかー。（笑

昨日ね、職場の子とﾀｲﾌﾟの人の話をしてて。

Rちゃんなんだけど
もっそい可愛いのね。

小さくて細くてでもすっごい食べる子なのね。

でもﾀｲﾌﾟがおかしいの。

ｺﾞﾘﾗ系???
昨日はﾛﾊﾞｰﾄの秋山さんがすごいﾀｲﾌﾟって

言ってた。

面白いとかじゃなくて顔がﾀｲﾌﾟなんだって。

あとぐっさんとかも好きで。（笑

ﾎﾝﾄ美女と野獣ぐらいの差があるのよ。

えー。まひるはｱﾆかなぁー。

塚本高史くん。

最近髪切って復活したー。

１番はもちろん大倉忠義様ですけど!!!!!



でもね、その子はｦﾀｸ系を小ﾊﾞｶにするﾀｲﾌﾟの子なので

絶対エイトの名前は口に出来ないんだけどね。（涙

今日ね、ﾚﾐｵﾛﾒﾝの話になって

ﾒﾝﾊﾞｰ３人の好きなものの名前をあわせてﾚﾐｵﾛﾒﾝって

名前にしたって話をしてて

ﾛﾒﾝは路面電車のﾛﾒﾝでしょ???
じゃ、ﾚﾐｵって何???
ﾚﾐｵを２分割するんだよね???
どこで切るの???
ﾚ・ﾐｵ???
ﾚﾐ・ｵ???
誰か知ってたら教えてくださーい。

なんかね、最近仕事頑張ってる。

店長に屈したくないからなんだけど

でもね、きっかけはどうであれ仕事頑張れてるなら

いいんじゃないかって思った。

それが店長の狙いだったとは思えないけど

でも結果頑張れてるんならいいじゃんって。

ま、１ヶ月後に店長がまひるのことｸﾋﾞにするかも

しれないけど

でもその時は絶対ﾏﾈｰｼﾞｬｰとかに自分の言い分を

言って辞めようと思ってる。

後の人がｲﾔな思いをしないで済むように。

売れる売れないの結果がすべてではないとまひるは思うのですよ。

まず人間関係。

働いてる人の間での信頼関係が出来て

それでお互いﾌｫﾛｰしあって売り上げを伸ばしていくのが

ﾎﾝﾄなのではないでしょうか???
人間関係がｷﾞｽｷﾞｽしてて

これが売れなかったらｸﾋﾞにするとか

そうゆうのは間違ってると思う。

丸ちゃんの丸さを見習えっつーの!!!!!（笑



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

追伸
まひると年賀状交換してもいいよーって方がいたら

ﾌﾟﾛﾌのとこにﾒｱﾄﾞが載せてあるので

ﾒｰﾙください。

お気軽にどうぞ。

ｺﾒﾚｽ

瑛子（＠忠義）

さき（＠章大）

錦戸グミ（＠亮）

優奈（＠すばる）

ゆばさん（＠裕） 瑛子（＠忠義）
ｽﾙｰでOKよー。（笑
えぇー!!!!
ﾏｼﾞでぇー!!!!
全然雲の上の人とかじゃないし。（笑

全然普通に地べた這いずり回ってるって。（笑

それは瑛子さんの思い違いですよ。（笑

まひるもね、前から瑛子と仲良くなりたいって思ってたんだけど

なかなかうまくﾀｲﾐﾝｸﾞがあわなくて絡めなくて。

だから相ﾘﾝのお願いをしちゃおう!!!!って
思って勇気を振り絞ってお願いしたんだ。

シゲの前が慶ちゃんだったの???（笑
なんか面白い。（笑

まひるはね、仁担の前が辞めｼﾞｭ（関ｼﾞｭ）の担当だったの。

もう、５年ぐらい前になるのかな???
いきなり辞められちゃって気持ちが宙ぶらりんに

なってたとこに仁ちゃんの歌声で慰められたんだ。

でも担当になるのに１年半かかったんだ。

すっごい悩んで悩んで。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


まず辞めｼﾞｭくんを吹っ切るのに１年、

大倉担か仁担かで半年悩んだ。

で、仁担になったんだけど結局大倉担だってゆーね。

「明日」最高にｶｯｺｲｲよねー。

ひたすらそこばっか見てるもん。（笑

まひるは山梨県住みだよー。

さき（＠章大）

何気におひさだよね???
ｺﾞﾒﾝねー。

全然絡んでなくてー。（涙

でも絡む気は満載だから!!!!（笑
了解しましたー。

しばらく日にちおいてからさきのﾊﾞﾄﾝやるねー。

どんどん絡みましょー。（笑

錦戸グミ（＠亮）

明日、いいともだねー。

早速ﾋﾞﾃﾞｵ予約しておいた。

明日忘れそうだから。（笑

つーかﾘｱﾙﾀｲﾑには寝てると思われるから。（笑

ﾎﾝﾄ、明日は錦戸祭ですなー。（ﾆﾔﾘ

忠義はﾎﾝﾄ変態だよねー。

そんな忠義が可愛くてしゃーないんですけども。

なんか最近の忠義の下ﾈﾀはちょっとﾘｱﾘﾃｨを

感じるのでなんでもまひるの小ﾈﾀになってしまうんだけどね。

忠義の本音がわかってからはもう慣れたけどね。（笑

亮ちゃんもたまにｴﾛﾈﾀ吐くよね???（笑
なんせ股間ｸﾞｲﾝｸﾞｲﾝの人だし。（笑

よし、健全!!!!（笑

優菜（＠すばる）

ｺﾒﾝﾄｻﾝｸｽ!!!!
すばるのこと好きなのちゃんと伝わってるよ。



すっごい好きなんだなぁーってわかるもん。

まひるみたく大声出して優菜は言わないけど

ちゃんとﾌﾞﾛｸﾞ見てると伝わってくる。

優奈もまひるの大好きな妹だから。

これからもﾖﾛｼｸねー。

ゆばさん（＠裕）

そうだ!!!!
ヨコの髪型はｺﾎﾞちゃんに似てるんだ。（笑

何かに似てるなーって思ってたんですよ。

あれはちょっとびっくりですよね???（笑
ヨコの髪の毛だんだん短くなってきますね。

なんか長くて襟足だけ金ﾊﾟだった頃が懐かしいです。

あ。ありがとうございます。

毎日通っていただけいてるなんてﾎﾝﾄ嬉しいです。

まひるもひっそりこっそりゆばさんのﾌﾞﾛｸﾞ

通ってます。（笑

これからも仲良くしてくださいねー。



2005.12.13 Tue 年賀状書いたった。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

年賀状、今日書いたよー。

もっそい手抜き年賀状。（笑

来年こそはﾅｲｽなﾌﾟﾘﾝﾀｰ買って可愛い年賀状作るからね。

みんな。

そんなわけで今回はそんなもんで我慢して

いただけると幸いです。

ﾒｰﾙくださった方は楽しみに待っててください。

来週ぐらいにまとめて出そうかなーって

思ってるんで。

ちなみにまだまだ年賀状交換してもいいよーって方が

いらっしゃったら間に合います!!!!
ぜしﾌﾟﾛﾌのとこのﾒｱﾄﾞにﾒｰﾙください。

あ。そしてｳｷｳｷｳｫｯﾁﾝｸﾞ見たー!!!!
いやね、寝てたんだけどね。（笑

やっかし!!!!（笑
普通に１３時ぐらいに起きましたよー。

あ。終わってる。

って思ってｶﾒﾗやさんから帰ってきて

即効、亮ちゃまを見たってばよ!!!!
なんかﾊﾟｰﾏとかかかってたよね???
なんか亮ちゃまもﾅｲｽな男前になってきたね。

ﾎﾝﾄｸﾞﾘﾝｸﾞﾘﾝの金ﾊﾟの時はどうしようかと思ったけど。

（別にどうもしないけど）（笑

なんか終始ﾗｰﾒﾝの話で盛り上がる。（笑

まひるもとんこつが１番好きー。

次が塩かな???
昔は断然みそ派だったんだけど

最近みそ食べてないね。

犬みたいなにおい。（笑



まだまひるは犬みたいなにおいのﾗｰﾒﾝやに遭遇したことが

ありません。

錦戸さん、是非連れてってください。

つーか目指せ、錦戸!!!!
なんですけどもー。

まひるも亮ちゃまと同じぐらいの体重になりたいです。

はい。すいません。

明らかに亮ちゃんより重たいです。

あ。でも内緒ね。（笑

忠義に知られたら努力しよなーって言われてしまうから。

知られなくても思いっきし、努力しよなー体型ですけども。

あー。忠義さん、ｺﾞﾒﾝなすって。

だってまひるも食べるの大好きで

忠義もびっくりしちゃうぐらい食べるんだもん。

しかも太りやすい体質で。

食べても太らない人がうらやましい。

あ。でもね、たくさんしゃべりながらご飯食べると

食欲が失せるのよ。

さっきもご飯食べてたら電話が鳴ったから

出て１５分ぐらいしゃべったらもう食べる気失せて。

結局食べるのやめた。（笑

あ。そだ。「１ﾘｯﾄﾙの涙」の原作読んだのね。

原作の亜也はすごく泣き虫で。

でも一生懸命生きてるとこは

ﾄﾞﾗﾏの亜也とかわらなくて。

なんかいつ自分が難病におかされるかもわからないんだなぁーって

思ったらちょっと怖くなった。

だってｶﾝﾆﾝｸﾞの相方さんも白血病とかで

未だに入院してますよね???
本田美奈子さんも亡くなったし。

全然大人になってから難病に冒される可能性だって

あるわけでしょ???
なんかﾎﾝﾄ健康が１番って心の底から思うよ。

健康だからエイトの応援だって頑張れるわけだし。

まひるの来年の抱負はもう決定だね。



つーか抱負とか願いとかたくさんあったら

やっかしﾀﾞﾒかなぁ???
神様に贅沢とか言われちゃうかなぁー。

まひるの願いはエイトメンが来年も健康で怪我、病気なく

楽しく過ごせますように。

なんだけど８人分とか贅沢って言われちゃう???
だってﾒﾝﾊﾞｰ８人の幸せがまひるの幸せにつながるんだもん。

贅沢かもしれないけど

きっとたくさんのﾌｧﾝの人が願ったら絶対叶うよね???
まひるだけの願いじゃないんだもん。

神様、ﾖﾛｼｸです。

そんなわけでもしかしたらまた後で書くかも。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

ｺﾒﾚｽ

瑛子（＠忠義）

サイコ（＠忠義） 瑛子（＠忠義）
まひるもさっきｳｷｳｷｳｫｯﾁﾝｸﾞ見たよー。

亮ちゃんめっちゃかっこよかったー!!!!!
ﾊﾟｰﾏ当ててたよね???
是非是非エイトメンにも進出して欲しいですなぁー。

つーかいいとものﾚｷﾞｭﾗｰﾒﾝﾊﾞｰになれたりしたら

最高かも。

え???考えが飛躍しすぎ???
最近全然いいとも見てないから誰がﾚｷﾞｭﾗｰか知らないんだけど

結構名前の売れてない人とかも

出てたりするじゃん。

だからそこの枠にエイトが乗っかって

目指せ全国区ですよ。（笑

え。ﾏｼﾞで???（笑
間違いではありません。

瑛子とﾘﾝｸしたかったのです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


まひるにｵｰﾗなんてあるのか???（笑
ｵｰﾗ放ってます???（笑
じゃ、ｵｰﾗ消すわー。（笑

目指せ庶民派だから。（笑

いやね、ﾎﾝﾄに親しみやすさをﾓｯﾄｰにだから。

関ｼﾞｭくん大好きだったねー。

なんかやっぱ他の人を好きになって担降りするのと

自担に辞められて担降りするのは

全然違うよ。

でも瑛子も今、忠義で頑張ってるんだし、

過去は過去だから。

今、頑張ればいいんだって。

「Spirits!!」の髪型いいよね???
忠義の前髪あげてるのとかすっごい好き。

雑誌とかですばるとか章大とかもたまに前髪あげてるでしょ???
あれもすっごい好き。

めちゃ可愛い。

瑛子って静岡だっけ???
お隣さんですなぁー。

つーか静岡って新幹線走ってるからうらやましい。

山梨なんてあんまり電車走ってないもん。（涙

サイコ（＠忠義）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

「ﾚﾐｵﾛﾒﾝ」ね、ﾃﾞﾋﾞｭｰする時にやっぱ山梨が

地元だからCDｼｮｯﾌﾟでもﾌﾟｯｼｭしてるお店とか多くて。
それで知ったんだけど

でもCMとかで聴いたりするぐらいで
全然ちゃんと曲聴いたことなくて

今回、初めて曲をちゃんと聴いたんだ。

で、CD買って今は毎日聴いてる。
あ。「ﾚ」「ﾐｵ」「ﾛﾒﾝ」で区切るんだ???
ありがとー。

つーか「ﾐｵ」がもっそい微妙。（笑

そんなん名前つけちゃっていいんですか???
って感じなんだけど。（笑



いやね、結婚してるとかだったら別にいいなぁーって

思うけど当時付き合ってた彼女の名前と

あわせてってゆーのは別れたら悲しい産物と

なってしまうじゃないですかー???
それはありなんですか???（笑
いいとも見た!!!!
亮ちゃん、かっこよかった!!!!＞＜
今日も１ﾘｯﾄﾙの涙だし、ｽｶ☆Jもなんか新聞見たら
面白そうだったし。

楽しみだよね???
忠義の活躍でも期待しましょう。



2005.12.16 Fri やぁ、２日ぶり。（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

はい。すいません。

２日も放置しました。

別に忙しかったわけでもなんでもありません。

ただ寒かっただけです。（笑

なので空たん（＠章大）に

ずくがねーっちゅーこんｽﾞﾗ。
って言ってやりました。

お前がだろ???（笑
ちなみに山梨の方言で

意味は

「根性がないってことでしょ???」です。（笑
山梨の方言ってｽｯｹﾞ!!!!って思った人いますか???
まぁ、こんなの序の口ですよ。

まひるが１番よく覚えてる方言は

「はんでめためたごっちょでごいす」
だけどね。（笑

たぶん意味はね、

「しょっちゅうでめんどくさいです。」って

意味だったと思う。

空の職場では方言出まくりだそうで。（笑

まひるの職場はあんまり。

でもまひるのしゃべれる３ヶ国語の１つだからね。

ちなみに後は標準語とｲﾝﾁｷ関西弁の２つ。（笑

ｲﾝﾁｷはあんまよくないね。（笑

でも職場の先輩としゃべってるとｲﾝﾄﾈｰｼｮﾝが

わからなくなる。

関西人だから。（笑

そそ、この間のｽｶ☆J、ﾏｼﾞ爆笑だったんですけど!!!!!



今更この話を持ってくるか???って思っただろうけど
言わせてくり!!!!
亮ちゃんのAT限定に軽くｼﾞｬﾌﾞを３００発ぐらい
浴びせられた衝撃。

いや、それはKOでしょ???って感じですか???
なんかね、章大はまぁ、しょうがないなって感じなのね。

乙女だし。

ヒナも許す。

でも普段空たんと錦戸亮が片手ﾊﾝﾄﾞﾙでﾊﾞｯｸさせてるとこを

もっそい想像して男前や〜。

萌える〜とか言ってたから

なんかAT限定???
寝言ですか???ぐらいの衝撃だったんだって。
ﾏｼﾞで!!!!
でもﾏｼﾞ面白かった。

脱輪のとこを「絶倫、絶倫!!!!」って叫ぶ村上ﾁｰﾑ。（笑
ｱﾎだ〜。ってﾏｼﾞで思った。

いや、そんなエイトが好きなんですけども。

で、ヨコが運転してる時に後ろの章大と忠義が

「きみくん!!!きみくん!!!」って言ってるのが
もっそい可愛くて。

ﾏｼﾞあのﾁｰﾑ分けからいってﾅｲｽって思ったもん。

そして大倉忠義の男前度、最高!!!!
ﾍﾟｰﾊﾟﾃｽﾄの方も成績良くて

そしてなんてたって

ﾏﾆｭｱﾙ免許!!!!!
いや〜ん。男前〜。

男はやっかし黙ってﾏﾆｭｱﾙだよね。

ﾏｼﾞで面白かった。

ずっと笑いっぱで。

あーゆうのを全国のエイトﾌｧﾝは求めているわけですよ。

そんなわけでﾃﾚ東さん、ﾖﾛｼｸお願いします。

あー。最高でした。

久々にｱﾎみたく笑ったよ。



で、いつもなら勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽとかするんだけど
もう寒くて我慢ならないから

忠義のとこだけやるね。

ｸﾘｽﾏｽねー。

まひるもそんなに世間一般の人が騒ぐ程

ｸﾘｽﾏｽ〜って思ってるわけじゃないんだよね。

ただｹｰｷがたくさん食べれることと

ｸﾘﾊﾟがあるのが嬉しいぐらいで。

元彼ともそんなにお祝いみたいなことしたことないし。

それより忠義も言う通り普段の何気ないとこに

ｻﾌﾟﾗｲｽﾞが待ってる方がまひるも好き。

だからなんでもない時に彼氏に手紙書いたりしたし。

そうゆう方が好きかも。

すっごい何度も何度も下書きして書いた手紙。

今でも引き出しの中に下書きが残ってるんだよね。

捨てられないの。

もう終わった恋なのにね。

あ。寂しい···｡（涙

あ。最後に今日からｸﾘﾊﾟ始まったね。

エイトのみなさん、関ジャニのみなさん、

そして行かれる方、めちゃくちゃ楽しんできてください。

報告なんぞしていただけると嬉しいです。

今年は、まひる行かないので。

行かない???行けない???（両方。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

ｺﾒﾚｽはｽｲﾏｾﾝお休みします。

ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。＞＜
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2005.12.17 Sat 胸張って頑張ろう。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、ﾌﾞﾛｸﾞ更新させないつもりだったんだけど

なんとなく更新させてみた。（笑

だって明日、朝早いんだもーん。

今日２１時に仕事終わって

明日の９時には出勤ですよ。

しかもまた２１時まで仕事だし。（涙

１２時間労働ってあり得ねー。

って思ったけどエイトも頑張ってることだし、

まひるも頑張ろうって思った。

そんなわけでﾌﾞﾁｱｹﾞ天国です。（何???

あ。それで、野ﾌﾞﾀ。の最終回良かった!!!!
修二と彰が離れ離れにならなくてﾎﾝﾄに

良かったって思った。

野ﾌﾞﾀ。はもう１人でも全然頑張れると思うし、

３人一緒じゃないけどでも良かった。

やっかし友情って大切よねー。

まひるもこうやって頑張っていけるのも

空たん（＠章大）がいるからだし。

空ときっとずっとｱﾌｫなこと言って死ぬまで

一緒な気がする。

ﾎﾝﾄにまひるは空という一生ものの友達を

見つけたんだよね。

全然ｦﾀだからとかそうゆうの関係なく

付き合える友達だーねー。

絶対どっちかがｦﾀやめても付き合っていける

ﾎﾝﾄの仲間だと思ってる。

大切にしなくちゃ。

ここだけの話だけどたぶん忠義よりも

大切な人。（照れ



忠義も大好きですごくすごく大切なんだ。

でもその忠義よりも大切と思える人、それが空。

ま、めんと向かって言うのは恥ずかしいので

ここに書きましたけど。（笑

ま、空、見たら笑ってくれ。（笑

でも実際、忠義を前にしてどっちか選べって

言われたらもっそい悩みますけど。（笑

やっかしｦﾀだな。（笑

なんかね、自分が行かないからかなんなのかわからないけど

全くもって昨日からｸﾘﾊﾟが始まったって

実感なし。

なんか自分が毎日にすごく必死で

１２月ってゆー実感も薄いのね。

１２月も半ば過ぎたのにね。

今は仕事ﾀﾞﾒになるかどうかってことが試されてる時期で

そのことで頭いっぱいなんだよね。

くだらない理由でﾀﾞﾒになんてされたくないし、

まひるはまひるなりの努力をしてきたつもりだし、

屈したくないのね。

だから明日も朝から研修受けることになってて

それで朝、早いんだけど。

あ。そして今日、１通のﾒｰﾙをいただきました。

前にもﾒｰﾙくださった方で

すごく忠義のことが好きで苦しんでいました。

まひるに気の利いたことなんて言えないんですけど

それでもその方の気持ちにすごく同感だったし、

一緒に頑張っていけたらいいなーって思いました。

だからまひるの精一杯の気持ちでﾒｰﾙさせて

いただきました。

なんか嬉しかったです。

まひるなんかに大切なお話してくださったのが

すごく嬉しくて。

でもね、ﾎﾝﾄに今、地方住みの方の声が必要な時だと



まひるは思ってます。

エイトが全国区で活躍出きるようになるには

地方住みの方のたくさんの声が必要だと

思います。

だから地方だからと嘆かずに

自分の出きること。

小さなことでいいと思うんです。

エイトのCDを１枚多く買ってみるとかﾘｸｴｽﾄ頑張ってみるとか
ﾌｧﾐﾘｰにお手紙出し続けるとか

ﾃｲﾁｸさんにお礼ﾒｰﾙ出してみるとか

そういった小さなことからｺﾂｺﾂとだと思うんです。

エイトのためになること、

忠義のためになること、

そう思えることを頑張ったらいいと思います。

そしたらﾎﾝﾄにいつか全国ﾂｱｰやってもらえるかも

しれないし、

夢だと思わずにﾁｬﾚﾝｼﾞ精神ですよ。

みなさん、頑張りましょうね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

ｺﾒﾚｽ

かよこ（＠亮）

杏菜さん（＠博貴）

瑛子（＠忠義）

ありさ（＠博貴）

錦戸グミ（＠亮）

陸（＠忠義） かよこ（＠亮）
ｺﾒﾝﾄありがとー!!!!
後で見させてもらうねー。

いいなぁー。しょっぱな見に行ったんだねー。

まひるは今年は行かないんだよねー。

行かないっつーか行けないっつーか。

自分の意思で行かないって決めたから行かないなのかな???
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でも全然忠義への愛が落ちてるわけでもなくて

相変わらず全快なのですよ。

杏菜さん（＠博貴）

初めましてー。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｽｶ☆Jになって初めての爆笑ですよ。（笑
あーゆうﾛｹをﾎﾝﾄ望みますよね。

エイトメンの素の部分が覗けるようなそんな番組

希望ですよね。

ぜひﾋﾟﾛｷが帰ってきたら違った形で

あーいったﾛｹやってもらえるといいですよね。

そうです。そうです。

男は黙ってﾏﾆｭｱﾙですよ!!!!
あー。でもﾋﾟﾛｷもAT限定っぽいですね。（涙
ﾋﾟﾛｷって赤い車に乗ってるんですよね???
車種までは知らないんですけど。（ｺﾞﾒﾝなさい

いつでも遊びにいらしてください。

お待ちしてます。

瑛子（＠忠義）

つーかてごにゃんを見逃しました。（涙

ひっそりこっそりてごにゃんが大好きなまひる姉さんでした。

でもなんか扱いが悪かったって話聞いたんだけど

ﾏｼﾞ???
月曜日のいいともはﾀｯｷｰなんだよね???
なんかｼﾞｬﾆ続きですなぁー。

まひるとしてはｼﾞｬﾆ続きでいくか

おっしーを紹介してくれるかのどちらかをﾀｯｷｰに期待してる

んですけどもー。（笑

そ、そ。まひるもｺﾝﾋﾞﾆ感覚の人でいたいのです。

つーか元からｵｰﾗなんてないんですけどもー。（笑

忠義の前髪あげてるのもっそい可愛いよね???
今の髪型も嫌いじゃないけど

せっかく茶髪にしたんだから



もう少し軽くしても良かったんじゃないかって

思ったんだけど。

今の髪型ちょっと重めだよね。

まひるは前夜祭の頃の忠義の髪型が

１番好きかも。

いや、なんでもいいんですけど。

ぶっちゃけ。（笑

いやー。でも新幹線は憧れだわー。

まひる、高校まで東京に住んでたんだけど

その時は大阪行くのには新幹線使ってたのね。

でも今は山梨から夜行ﾊﾞｽが出てるから

今は新幹線乗らないんだよねー。

でもやっかし新幹線に乗りたいおのぼりさんな

まひるです。（笑

そんなわけでまひるも基本はﾊﾞｽ移動なんですけどもー。（笑

ありさ（＠博貴）

あとで、ひろたん見に行くねー。（笑

たっくん。も変化しないと思ってたら

いきなりﾁｮﾛ毛生えたからあなどれん。（笑

まひるも最近はDVD見てないかも。
先週に関西ﾛｰｶﾙ番組のDVD送ってもらったから
それを見たぐらい???
あ。でも火曜日にｽｶ☆J見てご満悦なんですけども。（笑
だよねー。

８人揃ったらｱﾙﾊﾞﾑ出して欲しいよねー。

いっぱいCDで聴きたい曲あるし。
年賀状OKだよー。
ﾌﾟﾛﾌのとこにﾒｱﾄﾞが載せてあるんで

そこにﾒｰﾙください。

はいはい。いつでも語りたいことあったら

書いてください。

まひるはｸﾘﾊﾟは今年はﾊﾟｽしましたー。

相方の空は行くよー。

最前らしい。（笑

ありさはｸﾘﾊﾟ行く???



錦戸グミ（＠亮）

沢尻ｴﾘｶちゃんってすっごい可愛いし、

演技うまいし、すごい女優さんだよね。

まひるはすっかりエリカたんのﾌｧﾝですよー。

文章見つけたー!!!!
健康でいられることに感謝して頑張って生きて

いきたいと思う。

あとﾘﾘｰﾌﾗﾝｷｰの「東京ﾀﾜｰ」も読みたいと思ってて。

基本的に本読むの大好きだから

たくさん本読んで少しでも賢くなりたいです。（笑

陸（＠忠義）

うんうん。冷めたわけでもないっての

すごくわかるよー。

なんか冷めたわけじゃなくて好きすぎて

見るのがﾂﾗｲってゆーかそうゆう時あるもん。

ﾎﾝﾄにまひるでよかったらいつでも話聞くから

ﾒｰﾙしてねー。

あ。ﾊﾞﾄﾝ見たよー!!!!!
なんかめっちゃ照れた。（笑

普段自分がどうゆう目で見られてるのかとか

わからないけどあれ見てそうなのかぁーって

思った。（笑

ﾎﾝﾄありがとねー。

嬉しかったよ。



2005.12.18 Sun そ、そんな。（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるです。

いやね、今日、ｼﾌﾄ表見たら

まひる、２４日仕事休みになってたのよ。

で、ｹﾞ。ほされる。とか
思って店長に確認したら

２４日と２５日が仕事両方入ってる人は

どっちか片方休みにしてくれるんだって。

これは喜んでいいべきなのか???
なんかちょっと気前が良すぎて怖いんですけど。

ま、素直に喜んで２４日は家族で過ごします。

大晦日も用事あって休みなんだけど。（苦笑

福原まひる、休みすぎ!!!!
ｺﾞﾛﾝﾁｮばっかしてるとﾏｼﾞで太るぞ!!!!
ﾍｰｲ。

つーかね、今ね、もっそい寒いのですよ。

手なんてｶﾁﾝｶﾁﾝに凍ってるもん。

ま、それはいいとして本日はｸﾘﾊﾟ３日目!!!!
みなさんお疲れ様でした。

まだ１週間あるけどがんばりまっしょい。

つーかｸﾘﾊﾟ行かないとこうも暇かね???
なんか何も予定がないんだよねー。（涙

２７日に空たん（＠章大）と遊ぶぐらい???
後は大掃除してﾊﾟｿ引き取って設定してって

そんぐらい???
細かい用事はあるんだけど。

病院行ったり、年賀状作ったり、買い物行ったり。

後は仕事。

休みは寝る。（笑

つーか乙女の休日じゃねー!!!!＞＜
もっとさ、お庭でお紅茶いただいたりとかさー。（笑



そんな貴族じゃねー!!!!
あ。ある意味貴族になりかけ???（ｳｿです。
あー。殺されるぅー。

ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。

もう言いません。許してください。

あー。この間、ﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝの角食べました。（笑

角って!!!!!（横山裕ﾊﾞﾘ
いやね、ﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝの話が出てたから

無性に食べたくなってｺﾝﾋﾞﾆ行って

１番高いﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝ買いました。（ｷﾗﾘ

ってたかだか２００円ぐらいですけど。

口の中ﾊﾟｻﾝﾊﾟｻﾝさせながら美味しくいただきました。

亮ちゃん、ﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝの角はうまかったです。

ちなみにﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝに角はありませんよ。錦戸さん。

気づいてますか???
それがもう心配で心配で。（笑

夜もﾛｸﾛｸ眠れません。（爆睡です。

つーか今日、朝、行ったったさー。

９時に。仕事へ。

寝たの結局朝の４時ぐらいで８時に起きたから

４時間ぐらいしか寝てないのよ。

もう眠くて眠くて。

研修だし、まひるのためにﾜｻﾞﾜｻﾞ時間作ってやってくれてるんだ

って思ったらｱｸﾋﾞなんて出きるわけもなく

目もﾋﾞｼっと見開いて２１時まで頑張っただよ。

（しゃべり方おかしいですけど）

研修は明日もあるんですけどね。（涙

あ。でも明日は昼出勤だから余裕ぶっこきだけどね。

あー。今日妙なﾃﾝｿﾝでｺﾞﾒﾝね。

一人ｳｷｳｷｳｵｯﾁﾝｸﾞだから。（笑

意味わからん!!!!



あ。この間、ﾄﾞﾝｷのちらし見てたら西口ﾌﾟﾛﾚｽさんが宣伝

してました。（笑

空に報告したのにﾒｰﾙ返ってこないんだもーん。（涙

つーかさ、小力さんは有名だけど

西口ﾌﾟﾛﾚｽはまだそんなにﾒｼﾞｬｰじゃないでしょ???
小猪木さんとかも載ってた。

で、まひるは、一人でほくそ笑んでた。（笑

ﾒｰﾙくださった大倉担の○さん、少しでも力に

なれたみたいでまひるも嬉しいです。

まひるでよかったらいつでもお話聞きますので

またいつでもﾒｰﾙください。

それとそんなに恐縮しないでくださいよー。（笑

全然まひるなんてただの変態ﾌﾞﾛｸﾞ書きですから。（笑

これからも仲良くしてくださいねー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

ｺﾒﾚｽ

瑛子（＠忠義）

瑛子（＠忠義）

あー。なんか徹子と一緒はｱｶﾝ。（笑

そんなの絶対徹子がしゃべり倒すもん。（笑

ﾏｼﾞで???てごにゃん、一言しかしゃべってないの???
それはひどい。

確かにてごにゃんはまだまだﾒｼﾞｬｰじゃないかもしれないけど

でもその扱いはひどすぎるよね。

おーぉ。お互いｺﾝﾋﾞﾆ感覚でいきましょー。（笑

そうそう、前髪上げてる時と下ろしてる時の

ｷﾞｬｯﾌﾟに萌える。（笑

まひるも黒髪でも好きだよー。

全然問題ﾅｯｼﾝｸﾞ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


今までの忠義の髪型でこれﾀﾞﾒってゆーのがないのよ。

ｵｰﾙOK。
親の実家が山梨で家の事情で一家で引っ越してきたの。

だから最初友達とか全然いなくて寂しかったよー。

あ。東京から山梨に引っ越してきて不便なのは

電車ぐらいで

あとは親の実家だから子供の頃から

遊びに来てたからそんなにｶﾙﾁｬｰｼｮｯｸなこともなくー。（笑

夜行ﾊﾞｽね、山梨からだと大阪まで８時間かかるのよ。

まひる、ﾊﾞｽの中で眠れないから

いつも大阪行った日はｸﾞｯﾀﾘしてる。（笑

で、ﾎﾃﾙで爆睡して復活するんだよね。いつも。（笑



2005.12.19 Mon ｷｽｲﾔ見たった。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いやー。帰って来て速攻「ｷｽｲﾔ」見たわ。

別に意味なんてないんだけど。（笑

あ。でもね、韓国人女性が出てきて

７つ年下のｱﾒﾘｶに留学する彼氏に別れ話を切り出してて。

ま、彼女いわく遠距離は経験があって絶対ﾑﾘだから

ってゆーのと年齢差と国籍の違いを気にしてって

ことだったのね。

ﾂﾗｲ思いして別れる前に別れてしまおうという

大人な考えの人で。

で、いろんなｷﾂｲこと彼氏に言って

別れを切り出すんだけど

もう絶対明らかに「好きだけど別れる」ってゆーのが

わかるのね。

だから見ててこっちもﾂﾗｸなったよ。（涙

お互い好きなのに別れなきゃいけないことって

あるんだなーって思った。

あ。そだ。毎日ｸﾘﾊﾟの日付ｶｳﾝﾄすることにしたんだ。

ってわけで今日４日目お疲れ様でしたー。

もっそい様子が気になるけど

でも平常心平常心。（笑

忠義、髪型どうしてるんだろ???
あのまんまなのかな???
茶髪で長め。（笑

前髪上げてたら可愛いのに。（笑

まひるさんとｵｿﾛで。（笑
そう、まひるってﾃﾞｺ狭いから前髪すぐ伸びて

きちゃって困るから

いつも前髪ﾋﾟﾝで留めてるんだよね。

ﾎﾟﾝﾊﾟにしてる時もあれば普通に斜め前髪で



留めてる時もあるのね。

前髪あると幼いって言われる。（笑

幼いって···｡（苦笑

はい。週の半分最近ｵｶﾝが家にいません。

別にいいんだけどちょっと寂しいのです。

いくつになっても甘えん坊。（笑

つーか昨日、空たん（＠章大）からﾒｰｳ来ました。

しかも夜中３時ぐらいまでﾒｰｳしてました。

空たんからの「おやすみﾒｰﾙ」が来た時には

すでにまひるは爆睡してました。

朝になって気づいたもん。

空たんにｸﾞｯｽﾞのお願いﾒｰｳをしたんだけど

「買ってくるつもりだったよ。」って。（笑

さすが空たんって思った。

で、今日、仕事終わったら弟から２１時過ぎに

着信履歴５件ぐらい残ってて。

そんな終わって即効に帰れるはずないんですけど!!!!（笑
なんだよ。って思ったら

部屋の暖房つけておいてって話だったんだけど

その話が終わって２分後ぐらいにまた携帯鳴って。

何ー???って思ったら
なんかまひるの携帯、待ちうた設定してあって

ﾄﾞｺﾓとauの人が電話かけると曲が流れるんだけど
それが聴きたかったんだって。（笑

なんじゃそりゃ。

ちなみに１番最初はくーたんの「ﾌﾟﾛﾐｽ」だったんだけど

今はLIVの「WITHOUT　YOU」でさ。
つーかおっしーの曲聴きたいならCD貸してやるって。
あ。ちょっとﾊｰﾄﾞだったかしら???
LIVなんて。（笑



なんかね、寂しいね。

別にみんながエイトメンに会えないような仕事してる時とか

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄとかそんなに気にならないけど

エイトメンが今、毎日ﾗｲﾌﾞやってて

それで自分は行かないって。

まひるの方は何事もなく日々過ぎてゆくのが寂しい。

あ。でもね、今日職場で店長が自分の彼女のこと

怒ってて「あー。そういう時もあるんだ。」

って思った。

でもね、確かに彼女は怒られても当然のことしてた。

仕事が全部中途半端になってて

まひるもﾌｫﾛｰのしようがなかったし。

ﾌｫﾛｰしようと思ったら意思の疎通が取れてないから

うまくいかなかったし。

その後、先輩の監督責任みたいな話になって

先輩も怒られてまひるは怒られなかったんだけど

逆に怒られないってゆーか

何も聞かれない方が怖い。

でもまひるはそのことで店長に責められても

言い分はちゃんとあるし。

だからそこはちゃんと聞いて欲しかった。

後で彼女が店長にまひるのせいみたく

言われたらたまったもんじゃないし。

忠義、今日もお疲れ様でした。

明日もLET'S　FIGHT。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。
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2005.12.20 Tue −５度って!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は病院に行ってきました。

再来週がお正月でお休みになるので

来週も行かなきゃならないんだけど

来週は空（＠章大）と一緒だから退屈しなさそう。

一人だと退屈でさ。

本、読むには落ち着かないし。

音楽聴いてると名前呼ばれた時に気づかないし。

どうすりゃいいのさ。

つーかそんでもって今日は「１ﾘｯﾄﾙの涙」の最終回。

泣いた。泣いたけど

でもそんなに号泣って程でもなくて

いつもの方がもっともっと泣いてたかも。

でも亮ちゃんの涙にはﾔﾊﾞｲものがありましたけど。

錦戸亮、男前だなぁー。

亮ちゃんの綺麗な涙に泣かされた。

亜也の人の役に立ちたいって気持ちすごくわかるよ。

まひるもね、そんな大層な病気じゃないけど

過呼吸って病気抱えてるじゃない???
だからすごく気持ちの上で人の力になりたいって

思う気持ちが強くて。

まひるはｽﾄﾚｽとかにﾎﾝﾄ弱くて

突発性難聴ってゆうｽﾄﾚｽで耳が聞こえなくなる病気も

抱えていて去年の５月頃になって耳が片方聞こえなくなって

この病気って完全に治ることってないんだって。

疲れたり、ｽﾄﾚｽ感じたりすると再発するんだって。

だから難聴の方と過呼吸の方と２つ病気抱えていて

すごくｽﾄﾚｽとかに過敏なんだよね。

だからかなぁ、すごく周りの人に親切でありたいと

思うし、



そんなのただの自己満でしかないんだけど

でも人の役に立ちたいって気持ちはすごく強い。

まひるに出きることなんてﾎﾝﾄちょびりとしたこと

なんだけどね。（苦笑

まひるもね、普段何気なく生活してるけど

病気のせいで夜眠れなかったり

過呼吸おこしたりすると

なんでこんな病気になったんだろうってすごく思う。

発作で頭の中真っ白になって

ﾊﾟﾆｸるとこのまま死ぬのかなぁーって思う時ある。

まひるは過呼吸になって８年ぐらいになるんだけど

治って子供の産める体になるのか不安に思う。

毎日、睡眠薬飲んで寝てるのね。

これがないと全く眠れないんだよね。

２日ぐらい平気だもん。

そんな体で体に不自由のない子供が産めるのか

すごく心配。

無茶して体に不自由のある子供を産んでしまったら

可愛そうじゃない???
ﾎﾝﾄ健康が１番です。

まひるは思うんですけど

忠義さん、ｽﾄﾊﾟｰかけたとか???（笑
なんか雑誌とか見てても妙なｽﾄﾚｰﾄが気になってて。

忠義さんって天ﾊﾟちゃんじゃないですか???（笑
いや、まひるも天ﾊﾟちゃんなんですけど。（笑

もっさり。（笑
今日、TV　LIFE買ったんだけど
やっかし、もっさりしてるのよ。

いや、もっこししてるよりは
もっさりでいいんですけど。（笑

いや、別にもっこししててもいいんですけどー。（笑

どこが???（笑
話変わるんですけど

某ﾌﾞﾛｸﾞさんで忠義の忠義が左寄りって書いてあったから



まぁ、ちょこっとお写真で確認したんですね。（するな

そしたらやっかし左にもっこししてて。（言うな

で、それを空にご報告したんですね。（すな!!!!
そしたらあっさり「右利きの人は左寄りって聞くよ。」

って言われちゃいましたー。

空たん、詳しいですなぁー。

さすが変態先生。

変態先生、それはどこ情ですか???（笑
あー。久々に下ﾈﾀこいてしまった。

せっかく真剣な話したのにここですべてぶち壊しに

なりましたね。

はい。すいません。

どうせ大倉忠義級ですから!!!!

あ。今日はｽｶ☆Jですね。
ｸﾘｽﾏｽものの企画だとか。

あんまり期待はしてないんですけど。

なんかﾃﾚ東さんで「美女」がつく企画にろくなものがない。

なぜに美女を強調したがるんですかねぇ。

美女とか言って美女だった試しがないってゆーね。（笑

自分を棚にあげて言うのもなんなんですが。（笑

ま、とりま、本日ｸﾘﾊﾟ５日目ということで。（笑

あぶねー。

うっかりｶｳﾝﾄするの忘れるとこだったー。

今日もみなさん、お疲れ様でした。

今日、わけわからんﾒｰﾙきてました。

「ｸﾘﾊﾟもう行きましたか???」
「いや、行かないんですけどー。」

「私は今日行きました。」

だーかーらー???
１ﾘｯﾄﾙ見てたんでｼｶﾄしちゃいました。（ｱﾊﾊ

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

追伸
まひると年賀状交換してもいいよーって方が

いらっしゃったらﾌﾟﾛﾌのとこにﾒｱﾄﾞ載せてるんで

ﾒｰﾙください。

まだ間に合います!!!!
急げ!!!!ﾀﾞｯｼｭだ!!!!
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2005.12.21 Wed うー。風邪ぴきそう。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾏｼﾞね、今風邪ひきそうなの。

なので今日はこれ書いたら寝る。

昨日、病院行った帰りにうがい手洗いするの

忘れてさ。

それでだと思うんだけど

朝からずっと喉が痛くて。

ｶﾞｾﾞｯﾋﾞｷﾞになりそうです。ｽﾞﾙｽﾞﾙ···｡

つーかね、それで昨日からもっそい気になってたことが

あってね。

ﾄﾐｰﾌｪﾌﾞﾗﾘｰのやってたﾊﾞﾝﾄﾞの名前がどうしても

思い出せなくて

さっき空たん（＠章大）に聞いたのね。

空たん、即効、「ﾌﾞﾘｸﾞﾘでしょ???」。
ｵｰﾅｲｽだ。空たん。

まひるは思い出そうとすればするほど

頭の中にﾏｲﾘﾄﾙﾗﾊﾞｰが浮かぶので

全然先に進まないのよ。

って言ったら空に爆笑された。

そんなに笑わなくてもいいじゃんかー。

そんなわけでﾌﾞﾘｸﾞﾘの「angel song」を着うたにしました。
ｸﾘｽﾏｽが近いから。（笑

あー。そういや、昨日の凹みはどこへやら。

一晩寝たら即忘れる。

そこがまひるのいいとこですなぁー。

自分で言うな。

実際凹んだとかもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞで書いたけど

ﾎﾝﾄに一瞬のことであれは書かなきゃ良かったと思った。



ちょっと反省しております。

せっかくみんながﾚﾎﾟってくれたりしてるのに

失礼に値するなぁーと思ってね。

ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。

素直じゃなくてｺﾞﾒﾝなさい。

今なら素直に良かったねとか言えるよ。

あ。昨日のｽｶ☆J別に美女とかそうゆう前振りは
いらなかったんじゃないのー。

だってしほさんしか女の人出てないし。

面白かった。

まず笑ったのが体力班の

「やす、忠義に怒られるの図」
なんですけども。

忠義の方がずっと背が高いから

負担が章大よりもかかってるんだよね。

だから動物に気をとられてると忠義に怒られます。（笑

あとﾂﾘｰを立たせようとするんだけど

章大が乙女すぎて。（笑

ﾖﾛﾖﾛしてるから忠義まで転ぶ始末。（笑

ﾏｼﾞ面白い。

あとすばるの生身の肉がﾀﾞﾒだというすばるらしい

ｺﾒﾝﾄ。

あー。でもまひるも鶏肉のﾌﾞﾁﾌﾞﾁは嫌いかも。

所謂鳥肌ってやつです。

丸ちゃんは丸ちゃんらしく手際よくやってましたね。

すばるちゃん、途中で飽きて釣りなんぞやってましたね。

あとヨコ、ヒナのﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝが面白かった。

よくﾚｼﾋﾟだけであそこまでたどり着いたよな。

さすが年長組。

そんなわけで河口湖でのロケお疲れ様でした。

河口湖は山梨なんですけど

めちゃくちゃ寒いです。

そりゃそうだ。富士山とか近いもん。

平気で−７度ぐらいいっちゃいます。
ちょっとした雪国ですよ。



なかなか最近ｽｶ☆J面白いじゃないですか。
２８日だっけ???
「ﾁｮｲｽ」ってゆうｸｲｽﾞ番組やるの???
めっちゃ楽しみなんですけど。

ようやくﾃﾚ東さんもエイトの扱いに慣れてきました???
ﾎﾝﾄ彼らは自分達で笑いとれる子達なので

余計なものはいらないんですよ。

彼ら中心に番組進めてくれればうまくいきます。

ｸﾘﾊﾟ６日目お疲れ様でした。

あと残り４日楽しんでください。

ﾔｯﾍﾞ。寒い。

じゃ、この辺でおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。

ｺﾒﾚｽはお休みします。

ｺﾞﾒﾝなさい。

体調の方良くなり次第

ｺﾒﾚｽしたいと思ってます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.12.22 Thu 死むー。

風邪ひいた。

熱もあるし、昼間すっごい吐き気に

襲われてトイレにこもってたんだけど

あまりの具合悪さにベッドに戻ろうとしたら

意識失って本棚にガチコーンって

顔から倒れて痛さで意識戻した。(笑)
でもマジすぐには立ち上がれなかったよ。

そんなわけで携帯からお知らせだけして

寝ます。



2005.12.25 Sun クリパお疲れ様です。

本日クリパ、最終日!!!!
ホントにホントにお疲れ様でした。

今頃はエイトメンでパーティーやってるのかな??

まひるは相変わらず風邪がよくならず

困っています。

明日から仕事出ることになってるんだけど

鼻水ズルズル。

咳は最悪。

鼻かみ過ぎて鼻の下真っ赤だし。

そんなわけで携帯から更新します。

心配してくれてるみなさん、

ホント軟弱っ子で

ごめんなさい。

明日には復活できたらいいなって思ってます。



2005.12.26 Mon 復活!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

やっと復活しましたー!!!!!
ﾎﾝﾄみなさん、軟弱っこのまひるを許しておくれ。

つーかこんな重い風邪ひいたの久しぶりだよー。

ﾏｼﾞ、ﾄｲﾚから出てきてﾍﾞｯﾄﾞに戻る１０歩ぐらいの間に

気を失ったからね。

よりによって本棚にほっぺた

ｶﾞﾁｺｰﾝ
ですよ。

まだ顔痛いんですけどね。

顔触ると痛い。

腫れてないだけﾏｼですけど。

腫れてないから骨に異常とかないよね???
なんかあんまり痛いから心配になってきた。（笑

それでも気持ちだけは元気で

死むーとか言いながら空（＠章大）に

ｱﾎﾒｰﾙ送ってた。（笑

空にそのｱﾌｫは治らないのか???って
言われたばい!!!!
そのｱﾌｫなとこが好きだから治す気ないって

言ってやった。

明日はその空と久々に昼間から遊ぶ予定で。

まひるの通院があるから

それに付き合ってもらってその後一緒に買い物と

ご飯食べてって感じかなー。

ﾎﾝﾄはｻﾝﾘｵのｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝが昨日までやってて

それを観に行く予定だったんだけど

結局ｸﾘｽﾏｽまでにお互いの日程があわず

ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝも終わってって感じなんだよね。

でも一部ﾗｲﾄｱｯﾌﾟもされてるものもあるから



時間あったら行ってみようかな。

とか風邪っぴきが言ってしまうのか???（笑

今日ね、ﾎﾝﾄ２回ぐらい咳が止まらなくて

死ぬかと思った瞬間があったのよ。

ﾏｼﾞね、ﾏｽｸしてると思いっきり咳が出来なくて

ﾏｽｸ取って咳したいって思ったけど

風邪菌振りまいたら悪いしって思って

ｾﾞｰｾﾞｰしてた。

その前にｹﾞﾛﾘﾝﾁｮが出たらﾔﾊﾞｲしって

それが心配だった。（笑

で、裏に鼻をかみに行ってると先輩に

「福原さん、お客さん!!!!」って呼ばれるし、
鼻ぐらいゆっくりかませてくれよー。

ﾏｼﾞ２０分に１回は鼻かんでた。

ﾏｲﾃｨｯｼｭ持参で行ったからね。

箱で。（笑

そんなの初めてなんですけどもー。

途中、ﾕﾝｹﾙなんか飲んじゃって

休憩中、ﾕﾝｹﾙ片手に箱ﾃｨｯｼｭですよ。（笑

何をやる気出してるんだか···｡（笑

って自分で無性におかしくなっちゃって。（笑

横に忠義さん居たら襲っちゃうぐらいの勢いで。

いや、むしろまひるが襲うというより

まひるの風邪が忠義を襲うって感じだな。

まだまだ風邪で本調子ではないまひるなのでした。

そ、そんなこんなしてる間に

ｸﾘﾊﾟも終わってしまってエイトのみなさんは

もうすでにﾄﾞﾘﾎﾞの準備ですね。

ﾄﾞﾘﾎﾞが始まるまでに９日しかないんですけど

前回の物より更にｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟさせることを目標に

頑張ってください。

やっぱり毎日同じことをやっていく。

それを持続させる。



そして日々ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟさせるって大変なことだと思うけど

でも絶対得るものってあると思うし、

毎日毎日絶対お客さんの反応も違うと思うし、

日々向上心を持って挑んで欲しいと

思います。

まひるももしかしたら行けるかもしれないけど

まだﾁｹｯﾄ譲ってもらえるかわからなくて

だからあんまり期待してるとｼｮｯｸが大きいから

行けないぐらいの気持ちで

出演者皆様の応援を頑張りたいと思ってます。

つーか今、空とﾒｰｳしてて

空とｳﾝｺﾏﾝﾈﾀで盛り上がってたんですね。（笑

内容は秘密なんですけど。

で、空が章大にはｳﾝｺﾏﾝﾈﾀはばれたくないって

言ったので書いてやりました。（笑

何言ってるんですか???
章大なんて乙女の皮かぶった変態じゃないですか???

花束童貞ー。

ﾅﾌﾟｷﾝー。

ﾀﾝ○ﾝー。
ちなみにまひるは変態の皮をかぶった乙女ですけどね。（笑

ｼﾞｭﾝｽｲﾑｸのﾃｸﾆｼｬﾝだから。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽはお休みします。

ﾎﾝﾄずっと休んでてｺﾞﾒﾝなさい。

まだ風邪が本調子ではないので

あまり遅くまで起きていられないという理由です。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2005.12.27 Tue 楽しかった〜!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は相方、空（＠章大）に病院に付き合って

もらって買い物行ってご飯食べてきた。

病院は年末で人多かったけど

空と一緒だったからそんなに待った気がしなかった。

病院で空からお土産渡されまして。（笑

「好きやねん」って書かれたﾀｸﾞのついたｽﾄﾗｯﾌﾟですよ。（笑

そんなの買うのエイト担と

外国人旅行者ぐらいしかいねーだろーって話。（笑

ｽﾄﾗｯﾌﾟ部分に「OSAKA　JAPAN」って入ってますもん。（笑
そんなわけで空とｵｿﾛで携帯についてます。

あとね、今日の目的は空の話とｵｿﾛのｽﾄﾗｯﾌﾟを買うのが

目的だったんだけど

空と２人でお気に入りのｷｬﾗｸﾀｰがいまして。

「ﾘｻ＆ｶﾞｽﾊﾟｰﾙ」なんですけど。

それのｽﾄﾗｯﾌﾟを早速発見!!!!!
ﾘｻとｶﾞｽﾊﾟｰﾙの２種類あったんだけど

２人でｶﾞｽﾊﾟｰﾙの方を購入。

ﾘｻ＆ｶﾞｽﾊﾟｰﾙのﾚﾀｰｾｯﾄも購入。

あとはﾏﾆｷｭｱとﾁｮｺﾚｰﾄ買って今日のお買い物は終わり。

ﾏﾆｷｭｱはね、ﾍﾞﾋﾞｰﾋﾟﾝｸみたいな淡いﾋﾟﾝｸのやつが

欲しかったんだけど

まひるって爪長いの苦手で。

だから短い爪にﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞな色を塗るのね。

そんなわけでﾋﾞﾋﾞｯﾄめのﾋﾟﾝｸを買いました。

で、今日は空のｸﾘﾊﾟの土産話がﾒｲﾝだったんだけど

ﾏｼﾞ面白かったよ〜。

ﾎﾝﾄに行けなかったのが残念だし、

悲しいけど

でもﾄﾞﾘﾎﾞのﾁｹを譲ってもらえることになって



とりあえずﾄﾞﾘﾎﾞは見れるらしい。

もうﾎﾝﾄね、空の腋毛萌え話はいらん。（笑

ﾏｼﾞ絶対あの人変態だ。

ここで解禁したいとこだけど絶対空に

怒られるから知りたい人はここからまひるのもう１ｺの

ﾌﾞﾛｸﾞに飛んでそこから空のﾌﾞﾛｸﾞに飛んでねー。

書いてあるかどうかはわからないけど

たぶん少しは触れて書くと思うから。（笑

今日、ﾎﾝﾄｺｺｽで倒れるかと思ったもん。

腹痛すぎて。

だから横山裕に狙い撃ちされるんだっつーの。（笑

変態には変態がよってくるんだって。（笑

で、まだﾎﾟｽﾀｰは見てないんだけど

写真の方は見たのね。

もっそい忠義ｶｯｹｰの!!!!!!
まひる、忠義の今の髪型結構好きかも。

空ももっそい男前だったって言ってた。

でさ、忠義って身長あるし、立ってる時、ﾓﾃﾞﾙ立ちしてる

じゃん???
だからもっそい足長く見えるし、

ﾏｼﾞ好きだ。

大好きだ!!!!
大倉忠義が大好きだ!!!!
とりあえず後、１ヶ月我慢すれば忠義に会えるし。

それまで髪は切らないでね。

あ。でもね、写真にもあった前髪留めるｸﾞﾜｼｸﾞﾜｼなったやつは

あれはちょっとｲﾔ。（笑

なんか一昔前のﾁｰﾏｰみたいだったんだもん。（爆笑

それならﾋﾟﾝで前夜祭の時みたく留めてた方が好き。

で、この間のﾚｺﾒﾝ、録音してまだ聴いてなくて。

「おにぎし」が流れたんだよね。

章大がｹﾞｽﾄで。



空に貸してあげなきゃーって思って

まだ自分が聴いてないってゆーね。（笑

で、空曰く大山田の曲はｴﾛｲらしいです。

ｴﾛｲの好きなんだけど

忠義の腰ｸﾞｲﾝｸﾞｲﾝいっちゃってるのを

どうしてもﾘｱﾙに見てしまうのは変態だからですか???
妙にﾘｱﾘﾃｨを感じるんですよ。

動きがあの方、なまなましいんですよ。

くねらせ方がやらしい。

いや、それだけﾀﾞﾝｽがうまいんだろうけど。

そんなわけでみなさん、

大倉忠義さんを見る時は

下半身中心に見てくださーい。

ﾌｫｰ!!!!!（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

真優さん（＠章大）

みほ（＠祥太）

ぼんきちさん（＠博貴）

雅貴さん（＠仁・ﾔﾏﾋﾟｰ）

乃華（＠博貴） 真優さん（＠章大）
はいはーい。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさいです。

ﾘﾝｸ変更しておきました。

ちょっとびっくりしたけど。（笑

風邪はなんとか復活しました。

まだ鼻声なんですけどね。

みほ（＠祥太）

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ﾃﾝﾌﾟﾚ変更ありがとうー。

ﾎﾝﾄみほのﾃﾞｻﾞｲﾝ可愛くてすっごく好きー!!!!
また近々ﾔﾌﾟﾛｸﾞの方をお願いに伺うので

ヨロシクねー。

あと年賀状、一応２１日頃に出しておいたんだけど

もし元旦に届かなかったらｺﾞﾒﾝ（涙

ぼんきちさん（＠博貴）

そうなんですよー。

病気抱えてて２週間に１度通院してて

お薬もらってるんですよ。

だからたぶんぼんきちさんの言う通りまひるにしか

わからない気持ちとかあると思うんです。

だからそうゆう部分を伸ばせたらいいなーって思ってます。

精神に病抱えてるってﾎﾝﾄ大変ですね。

人のために出きることってほんの些細なことで

いいと思うんですよ。

そこから始めていって少しづつ前進できたらな

ってまひるも思います。

忠義さんｽﾄﾊﾟｰかけたかどうかは確実情報では

ないんですが

今日、空に買ってきてもらった写真とか

見ても髪の毛まっすぐなんですよー。

でもﾏｼﾞで男前ですよ。（笑

忠義さんの忠義さんね。（笑

ﾊﾟﾝﾂがﾊﾟﾂﾝﾊﾟﾂﾝのやつ見るとわかりやすいかも。（笑

何言ってるんだか···｡（笑

雅貴さん（＠仁・ﾔﾏﾋﾟｰ）

ｺﾒﾝﾄありがとうございますぅー。

まひるはｽﾄﾚｰﾄも全然いけるんですけど

あのｶﾁｭｰｼｬはいただけなくないですか???（笑
一昔前のﾁｰﾏｰみたいなやつです。

忠義さん、お尻がかなりいい感じになってるので

あーゆう感じのｽﾞﾎﾞﾝ履くと



ﾊﾟﾂﾝﾊﾟﾂﾝになるんですよね。

忠義の忠義が左寄りか今度確認してみてくださいな。

はい。また遊びにきてください。

お待ちしてます。

乃華（＠博貴）

まひるも忠義の今の髪型好きー。

短くて前髪上げてるのも可愛いけど

長めでちょっとｾｸｼｰな感じもいいかなぁーと。

今日、ｸﾘﾊﾟの時の写真、空にもらって見たら

めちゃ男前でした。



2005.12.29 Thu 鼻声はいつ治るんですか???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

相変わらず鼻声のまひるです。

電話に出たら甥っ子でまひるのこと誰だかわからなかった

みたいで。（凹み

そりゃ、いつもとまひるちゃんの声は違ったさ。

でも黙り込まれると凹むからやめて。（涙

そうそう、明日、まひるのﾏｲﾊﾟｿｺﾝが戻ってくるのよ。

でもね、ADSLに接続出来なかったら
このﾊﾟｿから更新していると思います。

なんせﾍﾀﾚなので。（笑

つーか違うんだよ。

まひるの部屋の電話回線、兄ちゃんが工事したから

ちょっと妙なことになってるんだって。

普通とちょっと違うのよ。

だからそれでADSL接続できないかもなんだけど。
会いたかったよー。

ﾏｲﾊﾟｿちゃん。

つーか部屋にｸﾘﾊﾟの時のﾎﾟｽﾀｰ貼ってやったなり。

で、部屋の話をしてたら

まひるも空（＠章大）も部屋の壁が茶色の木目調で

天井が白で床がﾌﾛｰﾘﾝｸﾞとゆうまた共通点を発見!!!!
ﾎﾟｽﾀｰもっそいｶｯｺｲｲですーぅ。（涙

ちなみに白い方を貼りました。

もう部屋の中、忠義さんだらけですよ。

完璧ｦﾀの部屋ですよ。

ﾔｯﾎｰｲ!!!!



つーかﾁﾝﾊﾟと男前さんのｺｰﾅｰ面白くないですか???
つーかﾁﾝﾊﾟﾝｼﾞｰがもっそい可愛いんですけど!!!!!
ちょっとときめいてしまったよ。（笑

ｷｭﾝってなった。ｷｭﾝって。（笑

じゃ、久々にやります!!!!
ﾎﾝﾄｵﾋｻでｺﾞﾒﾝなすって。

勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ!!!!!

渋谷すばる様

すばるさん、ﾃﾝｿﾝたかっ!!!!
こちらこそ今年１年お世話になりました。

すばるの歌に励まされたことたくさんあります。

握手会の時に思ったように気持ち伝えられなかったこと

後悔しています。

でもきっと次に握手会があった時には

ちゃんとすばるにありがとうって言いたいと思ってます。

来年もﾖﾛｼｸ。

内博貴様

何がなんだかさっぱりわかりません。（笑

今年は１度も生でﾋﾟﾛｷを見ることがありませんでした。

それが今年１番悔しかったことかな。

来年はきっと良い年になるね。

来年、会いましょう。

楽しみにしています。

錦戸亮様

亮ちゃんのおじいちゃんが亡くなったのは

もう亮ちゃんがお仕事始めてる時だったんだね。

まひるのおばあちゃんが亡くなったのは

母方が小学校２年生の時で父方が３年前。

母方のおばあちゃんは訳あってお葬式には



出させてもらえなかったんだよね。

だから最後のお別れもしないままある日突然

いなくなってそのまんまでﾎﾝﾄに亡くなったってゆう

実感がわかないで現在まできてるんだよね。

父方のおばあちゃんが亡くなった時はね、

ﾎﾝﾄ怖かった。

悲しいより怖かったのかな。

なんでそう思ったのかわからないけど

人の死に触れると今までのことが

頭の中ｸﾞﾙｸﾞﾙまわって震えが止まらなくなる。

なんでだろうね。

丸山隆平様

一人で食事する丸ちゃんのその時の心境。

なんだったんだろうって思った。

なんかｲﾔなことでもあったのかな???
ちょっと心配です。

今年はすごく充実した年になりました。

梅芸のﾄﾞﾘﾎﾞ、じゃがいもの会、前夜祭、

ｻﾏｽﾍﾟ、握手会、生きる２００５と

エイトを生で見た機会が割りと多かったと思う。

だからすごく楽しい日が多かったし、

ｲﾔなこともあったけどそれを忘れるぐらい

エイトからﾊﾟﾜｰもらったし、

ﾌﾞﾛｸﾞを始めたのも今年からだし、

ちょっとはまひるも成長したんじゃないでしょうか???（笑
２００６年はもっともっとエイトに会えたらいいな

って思ってます。

来年もﾖﾛｼｸ。

安田章大様

まひるも思う。

今年１年はﾎﾝﾄすごく早かった。

人って悩む時もあるけど

自分を信じて頑張れば間違いないと思うよ。



まひるだって自分に自信がないけど

それでも自分の意思を信じてまっすぐ歩いて

いけばいいと思う。

時には立ち止まってみたっていいと思うし、

人生にこれってゆう答えはないんだもん。

人それぞれの人生だから。

人の道に外れない程度でいろんなことﾁｬﾚﾝｼﾞ

してみるのもいいと思うよ。

こちらこそﾖﾛｼｸ。

来年もお互い頑張ろうね。

そして次のｺﾝｻｰﾄは絶対行くから!!!!
楽しみにしてるね。

大倉忠義様

今年はすごく楽しかったし、

自分の中で成長した部分とかもあると思う。

特に１月にもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞを始めて

文章で自分の気持ちを書くようになって

地に足がついてるなって感じはする。

まひるもすっごく楽しくて、

悲しくて、うれしくて

エイトの暖かさに触れて勉強になったと思う。

うん。確かに泣いたこともあった。（笑

でもまひるは強くなったよ。

いろいろつらいこともたくさんあるけど

でもそこから逃げ出したくはない。

向き合って生きていきたい。

そしてまひるはちゃんと大倉忠義という人と向き合って

生きていますか???
まひるは何があっても逃げません。

忠義のすべてを受け止める覚悟は出来ています。

来年はもっともっと笑顔で

良い涙を流して一緒に頑張れたらいいなって

思ってます。

仲間思いのあなたが好きです。

大好きです!!!!



ちなみに浮気はまひるはしてませんよー。（笑

してたのは空たんですからー。（笑

良いお年をー。

来年もあなたを想い続けます。

村上信五様

ヒナちゃんはやっぱ強いなー。

ヒナちゃんの言葉にどれだけ救われただろうか。

エイトってﾎﾝﾄに良いｸﾞﾙｰﾌﾟだなって思うし、

関西人の温かみをすごく感じさせられた１年だった

気がする。

そう、まひるは関西人の暖かさが好きなのである。

人情の街だよね。

ヒナちゃんの言葉には重みがあるよね。

そんなヒナちゃんがすごく好きだし、

ありがとうって思う。

来年もﾖﾛｼｸね。

横山裕様

みじかっ!!!!（笑
でもでもﾎﾝﾄ横山裕様、今年もお疲れ様でした。

ヨコのｵﾓｼﾛｺﾒﾝﾄ大好きです。

お芝居の面でもすごくヨコは頑張ってたし、

また来年の活躍も期待しています。

ﾎﾝﾄにエイト担で良かったなって思う。

最高で最強だぁー!!!!
来年もﾖﾛｼｸ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾚｽ

えりさん（＠忠義）
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ぼんきちさん（＠博貴）

ありさ（＠博貴）

陸（＠忠義） えりさん（＠忠義）
相ﾘﾝ了解です。

ぜひぜひこれからも遊びに来てくださいね。

ﾘﾝｸ貼っておきます。

こちらこそﾖﾛｼｸです。

ぼんきちさん（＠博貴）

あ。BSﾌｼﾞ見れるようになったんですか???
それはうらやましい。

まひるも見れるようにしようかなーって

思ってるんですけど

結局あれもこれもってなってしまって

頭ﾊﾟﾆｸるんでひとつひとつ解決出来たらいいなって

思ってます。

あ。そのｽﾞﾎﾞﾝで十分だと思います。（笑

ぜひ観察してやってください。（笑

観察日記などつけるといいかもしれません。（何の???
あ。ﾎﾝﾄ下全般ｵｰﾙOKなので下ﾈﾀがしたい時は
ぜひ!!!!（笑

ありさ（＠博貴）

まひるも年賀状遅くなってしまって。（涙

明日、ﾎﾟｽﾄｲﾝするねー。

千秋楽涙涙だったみたいだねー。

なんかまひるも基本的に涙腺弱い人だし、

忠義もじゃない???
だからそんなの話聞いただけで泣けたもん。

なんかちゃんと８人なんだなーって思うとﾎﾝﾄに

嬉しいよね。

さすがに半年もいないとそれが普通になってしまってたら

ｲﾔだなって思うし。

でもやっかし８人でエイトなんだなって思った。



陸（＠忠義）

ﾒｰﾙありがとうねー。

相変わらず鼻声なんだけどね。（笑

そ、そ。でも忠義の忠義は大きいって噂だけどね。（笑

あ。今ちょっとほくそ笑んでしまったよ。（笑

来年はお互いｸﾘﾊﾟに行けるといいね。

まひるも絶対行くし。

陸は一人暮らし始めるんだ???
大変だねー。

寂しいけどでも楽しみも増えるよね。

お互い頑張ろう。



2005.12.31 Sat ﾏｲﾊﾟｿ復活!!!!!

こんにﾁﾊﾟ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、自分のﾊﾟｿが復活しまして。

やっかし自分のﾊﾟｿが１番だなぁーと。

そりゃ古いやつだから起動も遅いけど

でもそれでも自分の好きな時にﾊﾟｿが出来るだけで

満足ですよ。

あ。そだ。

ﾊﾟｿのﾒｱﾄﾞが変わったんでﾒｰﾙくださる時に

注意してくださいねー。

前のﾒｱﾄﾞがなんか急に送信が出来なくなって

しまって。

受信は出来るんだけど。

だからﾒｱﾄﾞ変えました。

つーか２００５年も今日で最後ですね。

２００５年を振り返ってみるといろんなことがありました。

空（＠章大）ともｹﾝｶをしました。（苦笑

エイトに結構会えた年でもありました。

１番悔しかったのは握手会ですかねー。

なんか思ったように気持ちが伝わらなくて

あれが未だに悔しい。

次に握手会があった時には

ちゃんと自分の気持ちを言葉で伝えたいと

思います。

あとね、２００５年はﾌﾞﾛｸﾞを始めた年でもあります。

書くことによって自分の気持ちの再確認も

出来たし、反省すべき点もわかったし、

良かったんじゃないかなぁーって思います。

読んでくださってる方に感謝しています。



ありがとうございます。

来年も面白おかしく書けたらいいなって思ってます。

そして今年は忠義のﾌｧﾝで良かったって思うことが

たくさんあった。

すごく支えてもらったし、

元気をもらった。

忠義、ありがとう。

感謝しても感謝しきれないぐらいの愛をもらった。

幸せだった。

また来年もﾖﾛｼｸお願いします。

ずっとずっと忠義のﾌｧﾝで良かったと思わせるような

忠義でいてください。

ずっとずっと応援しています。

まひるを知るたくさんの人にありがとう。

また来年もはっちゃけようぜ。

関ジャニ∞　大倉忠義担当＊福原まひる

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

真優さん（＠章大） 真優さん（＠章大）
こちらこそ仲良くしてくださって

ありがとうございます。

いやー。まひるのﾌﾞﾛｸﾞを好きと言ってくれるんですか???
ありがとうございます。

なんかうれしいですね。

２∞６年も忠義愛、エイト愛で突っ走りますよー。（笑
お互い頑張りましょうね。

来年もﾖﾛｼｸお願いします。
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2006.01.01 Sun あけおめ。

あけまして

おめでとうございます。

昨年中はお世話になりました。

今年もぜひぜひ皆様ﾖﾛｼｸお願いします。

今年の抱負!!!!!
そうだなー。

いい女になること!!!!（笑
見た目じゃなく中身ね。

見た目もそこそこ頑張るけどね。

そ、そ。年末に前髪をﾊﾟｯﾂﾝと切ったんですよ。

今日、友達に会ったら前髪ある方がいいって

言われました。

そうかぁー???（笑
人形みたいな前髪なんですけど。（笑

つーか昨日のｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ、ﾏｯﾁさんがｶｯｺﾖｶｯﾀんですけどもー。

確か４０歳越えてるんですよね???
全然見えなかった。

やっぱｼﾞｬﾆｰｽﾞってｽｹﾞｪって思った。

エイト、ほとんど映ってなかったけど

全然ＯＫ。

すごい人達たくさん見たから。（笑

ｱﾂﾋﾛくんもｶｯｺﾖｶｯﾀし。

でもやっかし忠義が１番ですけど。

忠義の前髪ﾊﾟｯﾂﾝも好きだけど

今の長めの髪も好きー。

もっそいｾｸｼｰじゃない???
大好きー!!!!!
溺愛溺愛。（笑



そ、そ。

この間、情報局のﾊｶﾞｷが切れたから更新しようと

思ったら会員証がないの。（涙

１時間ぐらい探したんだけど

見つからなくて

新規入会の準備したら見つかった。

でも結局新規で手続きしたよー。

だって「田口淳之介」で入ってる名前だし、

やっかし「大倉忠義」で入りなおそうと思ってね。

でも最近忠義のﾌｧﾝ増えてるからﾁｹｯﾄ取れるか

心配。

忠義もﾎﾝﾄ人気出たね。

MAO時代が懐かしい。
なんかｸﾘﾊﾟでも日によっては亮ちゃんのうちわより

忠義のうちわが多かった日とか

あったらしいじゃない???
なんかちょっと忠義が遠くに行ってしまった

気がして寂しい福原まひるなのでした。

それでもまひるの気持ちに一点の曇りなし。

今年も大倉忠義を愛していきます。

忠義さん、ﾖﾛｼｸお願いします。

つーか１回書いたのに消えたからｼｮｯｸなんですけど。

今月末には光になる予定だから

それまでは我慢かな。

つーか昨日の紅白のWaTがもっそいﾂﾎﾞだったんですけどー。
見てて涙出て来た。

ｱｸｼﾃﾞﾝﾄがたくさんあって

ｷﾞﾀｰの弦が切れたりﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞが倒れてしまったりして

それでも笑顔で歌ってる２人に涙した。

やっぱあの２人ってすごい純粋じゃないですかー???
だからすごく応援したい気持ちとかあるし。



一生懸命頑張ってる２人が大好きです。

忠義も一生懸命頑張ってるでしょ???
だから大倉忠義という人が好きなのです。

すごく努力してることがわかるから。

あ。そういや、ﾎﾟﾎﾟﾛの忠義のやつ

２０ｺぐらい当てはまってしまうんですけどぉー。

それなら忠義とは結婚出来ないんでしょ???
理想に近いのになぁー。（涙

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとﾖﾛｼｸねん。
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2006.01.02 Mon 里見八犬伝。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか里見八犬伝を見ながら書いていてｱｯﾌﾟしようと

したら消えやがりました。（ちっ

悔しいので今度からﾜｰﾄﾞに書いてｺﾋﾟﾍﾟしたいと思います。

ﾏｼﾞｱﾎﾊﾟｿなんですけど。

今月末に光にするからいいんですけど。

つーか里見八犬伝面白い!!!!!
と言っても仕事に行ってて

帰ってきてご飯食べて甥っ子がお泊りに来てたので

遊んであげてだったので見たのは２２時過ぎてましたけど。

なんかﾀｯｷｰらしいなって感じがした。

おっしーと屋根の上で戦ってる時がもっそいｶｯｺﾖｶｯﾀ。

そんなまひるさんは断然滝様派か翼様派かと聞かれると

滝様派なんですよー。

滝様のﾄﾞﾗﾏはほぼ見てるし。（義経以外）

つーか義経も見れば良かったよーと今更ながら後悔しちょりますだ。

ﾏｼﾞで里見八犬伝はね、本も読んだし、

映画も見たのね。（ﾋﾞﾃﾞｵで）

映画はね、全然話が違うってゆーか。

里見の姫が薬師丸さんで親兵衛が真田ひろゆきさんで

その２人がﾒｲﾝなのね。

確か信乃は京本正樹さんがやってたと思う。

ﾏｼﾞね、京本さんがｶｯｺｲｲんだ。

あの人時代劇やらせるとﾏｼﾞ妖艶な感じでいいよ。

ぜひぜひﾋﾞﾃﾞｵの方も見てください。

明日は仕事が休みなので２１時からｵﾝﾀｲﾑで見ます。

あ。明日からﾄﾞﾘﾎﾞですね。

出演者の方々が誰一人怪我なく病気なく千秋楽を迎えられるよう



お祈りしています。

ですので、皆様自分の力を最大限に生かして頑張ってください。

とりあえずまひるも２５日に観に行けることになったので

楽しみにしてます。

空（＠章大）は明後日、観に行くらしいです。

なんか錦戸ｿﾛｺﾝとNEWSｺﾝを観に行くことになったから
それで前日、東京の家に帰るらしくて

で、それなら見てしまおうってゆう考えらしいです。（笑

空、ﾉﾘﾉﾘやんけ。（笑

つーか相変わらず鼻声のまひるはどうですか???
もう風邪ひき始めてから２週間ぐらい経つんですけども。

まだ鼻ｽﾞﾙｽﾞﾙさせてるんですよ。（笑

ｱﾌｫだな。ｱﾌｫ。

あ。ｱﾌｫって言ったら思い出した。

甥っ子がコタツの上に乗って「ﾌｫｰ」ってやってた。（笑

さすがに腰は振ってなかったけど。（笑

うちのｵｶﾝがHG推しなんですよ。（笑
なんか顔が見たいらしいです。

まひるははねﾄびで見ましたけどね。

普通の人ですよ。

ﾎﾝﾄに。

あ。そだ。里見八犬伝で忠という玉と

義という玉があるんですよね。
なんかそれだけで萌えるんですけど。（笑

つーかまひるは忠義という名前が好きです。

ちゅうぎっていう読み方もするでしょ???
その意味がｶｯｺｲｲってゆーか。

ちなみに忠義のじいちゃんの名前が忠太郎って聞いたんだけど

ﾏｼﾞですか???（笑
うちとまるっきり名前の付け方が一緒なんですけどもー。

うちもじいちゃんが○三郎ってつく。（笑

その○の名前をｵﾄﾝとまひるが受け継いでるんですよ。



つーかﾊﾟｿの出てるｽﾋﾟｰﾄﾞの見方がｻｯﾊﾟﾘわからない

ｱﾝﾎﾟﾝﾀﾝですけどもー。

なんか１つ見ると４００ってあってもう１つ見ると１００なんですよ。

でもどう見ても１００ぐらいしか出てない感じ。（苦笑

空に聞こうと思ったんだけど

空ってMacﾕｰｻﾞｰなんだよね。
ﾀﾞﾒじゃん!!!!

明日、休みなのでゆっくりします。

はなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。
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2006.01.03 Tue ﾄﾞﾘﾎﾞ初日。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は寝た!!!!!
１６時まで爆睡。

あまけに夢まで見ちゃったよ。

なんか修二と彰の彰と仲良しの夢。

どうやら毎日遊んでるらしい。（笑

まひるさん、浮気ですか???（笑
夢です。夢。

でも修二と彰みたいな友達が欲しいまひるです。

つーか今日、１日ほぼﾈｯﾄ接続が出来なかったんですけど。

それはまひるの回線がおかしいから???
さっきは繋がったのね。

でも夕方も繋がらなくてなんだよ。

しょぼいな。って思ってました。（笑

さっきｵｶﾝとご飯食べながらＴＶの話をしてたんですね。

そしたらｶｳｺﾝの話になりまして。（笑

ｵｶﾝも見てたらしいです。

岡本健一さんとﾏｯﾁさんのこと褒めてました。（笑

褒めるとこ違うから!!!!!
エイトを褒めてよー。

ま、あんな一瞬じゃ褒めようがないかもだけど。（苦笑

やっかしｵｶﾝもｼﾞｬﾆ好きなのよねー。

岡本健一さんを見て元男闘呼組ってわかってしまうとこが

怖い。（笑

さすがまひるのｵｶﾝ。

今日は里見八犬伝が始まる前に更新したいと思って。



ゆっくり見たいんだよー!!!!!（涙
ﾀｯｷｰが!!!!!（笑
あ。あとおっしーね。

あと山田優ちゃんも最近好き。

昨日ｶｯｺﾖｶｯﾀよね。

空（＠章大）が昨日のﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒﾝﾄくれたんだけど

やっかし空とは絶対好きな人がかぶらないんだなって

思った。（笑

徹平ちゃんはかぶってるけど

でもｼﾞｬﾆｰｽﾞでかぶったことってほとんどないの。

だから絶対担当が一緒になることってなくて。

でも絶対同じｸﾞﾙｰﾌﾟを好きになるのね。

だからいつまでも相方としてやっていけるんだけどね。

すごい偶然。

しかも嫌いな人はかぶるのよ。（笑

だから面白いってゆーか。

つーかｵｶﾝが新しい部屋着を買ってきてくれたのね。

なぜかｽﾞﾎﾞﾝだけﾃﾞｶｲの。

上はｼﾞｬｽﾄｻｲｽﾞなのに下だけ丈が長いの。（笑

なんなんですかー???
あー。はいはい。

まひるの足が短いからですね。（涙

あ。今日はﾄﾞﾘﾎﾞ初日ですね。

どうだったんだろ???
やっぱ気になるね。

忠義は納得のいく芝居が出来たんだろうか???
まぁ、初日なんでそんなに多くは求めませんけども。

やりながら手ごたえみたいなの

つかんでくれたらいいなって思ってます。

今年は成人式（ｼﾞｬﾆｰｽﾞ恒例の）もあることだし。

去年ぐらいからもっそい行こうか迷ってたんだけど

行かないことにしました。

ＴＶで見るよ。



忠義はきっと袴だと思う。

いや、ｽｰﾂ姿も見たいけど。（笑

絶対ｽｰﾂも似合うと思う。

今、髪の毛長めでｾｸｼｰだし。

あー。想像だけで萌えっとなりますだ。

あー。絶対成人式の忠義だけでﾌｧﾝ増えると思う。

みんな萌えっとなっちまいますだ。

背の低い男の大好きな空たんがｶｯｺｲｲと認めてしまう背の高い男

大倉忠義。

ｳｶｳｶしてられないね。

忠義はね、ほっといたらもっともっと男前になってしまうと

思うんですよー。（笑

なんかﾌｧﾝが増えるのはやっかしちょっと悲しいね。

負けねーｽﾞﾗ。（笑

いや、元からまひるなんて相手にされてませんけど。（笑

ほっといてくれｽﾞﾗ。（ｲｼﾞｲｼﾞ

つーかまひるさん、先月のなかよしを買ったんですね。

エイトが載ってたから。

それについてたＲＯＭ開いてしまいました。

しかもｶﾚﾝﾀﾞｰｲﾝｽﾄｰﾙしちゃったよ。

だって安野ﾓﾖｺさんの絵好きなんだもん。

ｼｭｶﾞｼｭｶﾞﾙｰﾝのｲﾗｽﾄが可愛かったんだもん。

ま、たぶんｶﾚﾝﾀﾞｰを壁紙にすることはないと思うんだけど。

忠義かエイトの画像になってるから。（笑

自称ｦﾀﾊﾟｿだから。

まひるのｦﾀﾊﾟｿは写真日記にｱｯﾌﾟしてあるから見てねー。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽ

空（＠章大変態ﾌｪﾁ女）

杏菜さん（＠博貴）

陸（＠忠義）

空（＠章大変態ﾌｪﾁ女）

やっかし好きな人はなかなかかぶらないね。

ｼﾞｬﾆの中で一生かぶることはないと思われる。

徹平ちゃんは別。

やっぱ滝様が美しくて好きである。

でもｶｳｺﾝの時、滝様の髪型見たけど

左側だっけ???
もっそい髪長くなかった???
あれはちょっとｲﾔかも。（笑

ちなみに歌だったら翼様派なんだけどね。

杏菜さん（＠博貴）

あけましておめでとうございます。

ですよねー。

忠と義がそろわないとﾀﾞﾒですよねー。

もうすぐ里見八犬伝後編始まりますね。

まひるはﾊﾟｿをＯＦＦにして見たいと思います。

陸（＠忠義）

あけましておめでとうございます。

今年もどうぞヨロシクお願いします。

去年のまひるは結構エイトに会えた年だったかなぁーって

思います。

それとﾌﾞﾛｸﾞを始めてもうすぐ１年になるんだけど

たくさんの人に出会えたことがうれしかったし、

勉強にもなったなぁーって思う。

前髪ﾊﾟｯﾂﾝにしたらｵｶﾝに中学生みたいって

言われました。（涙

ﾎﾞｺ（子供）みたいな髪型だねーって。（笑

気持ちはいつでも中学生ﾚﾍﾞﾙですけどね。

今年は目指せいい女ですよ。（笑



2006.01.04 Wed かさべた。（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾔｯﾊﾞｲ。

ｲﾁﾛｰがｶｯｺｲｲ。

本日は古畑を見てたです。

ｵｶﾝにﾋﾞﾃﾞｵ録ってないの???
って即効聞かれたけど

残念ながらﾋﾞﾃﾞｵには録ってないんだよね。

やっぱ野球選手ならｲﾁﾛｰだよね!!!!

つーか後頭部にかさべた（かさぶた）が出来てたー!!!!
気になって取ってみた。

まひる、ﾀﾞﾒなんだよね。

かさべた大好きだから。（笑

もっそい取りたい衝動にかられるの。

だから夏とか蚊に刺されるじゃない???
それを掻いてかさべたとか出来ちゃうともうﾀﾞﾒ。

１日１回はかさべた取ってるもん。

で、血が出てまたかさべたになってまた取るってゆーね。

それで一昨年の握手会の時も左腕にかさべた出来てて

もっそいｸﾞﾛくなってて忠義に見られるのを恐れて

絆創膏貼ってたのね。

そしたらそれがもう最悪。

日焼けしちゃって絆創膏の跡だけ白くなっちゃって。

握手会が終わってあまりにも汗だくで臭かったから

お風呂に入ってから帰ることにしたのね。

それでお風呂やさんに行って絆創膏剥がしたら

絆創膏の跡がくっきり白くなってた。（笑

そして去年の握手会の時も

右腕にやっかしかさべたが出来てた。（笑

そしてｸﾞﾛくなっていた。（笑

また絆創膏貼ってたもん。



半袖の時期が終わらないとどうしてもかさべたを

剥がしてしまうらしい。

今は綺麗さっぱりございません。

そういえば前から気になってたんだけど

忠義は自分の体に自信がないの???
なんかｺﾝｻｰﾄとかでもみんながﾀﾝｸﾄｯﾌﾟになってても

忠義１人だけ衣装着てたりするじゃん???
で、空（＠章大）と話してたら

空が自分の体に自信がないとか???って言うからさぁー。
いやね、まひるは忠義のﾀﾝｸﾄｯﾌﾟ姿もっそい好きよ。

まひるね、あんまり男の人のﾀﾝｸﾄｯﾌﾟ姿って好きじゃない方なのね。

でも忠義のﾀﾝｸﾄｯﾌﾟ姿もっそいｶｯｺｲｲと思うよ。

認める!!!!!まひる公認。（笑
周りのﾒﾝﾊﾞｰが細い人多いから

忠義のたくましい二の腕がもっそい萌える。（笑

抱きしめられたらとろけてしまいそう。（妄想

はい。みんなも妄想してー。

自担に抱きしめられてるとこ妄想してー。

なんかあゆとかもﾋﾟﾀっとした衣装着る時はご飯抜いたりするって

言ってたけど

忠義も裸のｼｮｯﾄを撮る時はご飯抜くのかなぁー。

あ。忠義に限ってあり得ねー。（笑

まひるもあり得ないんですけどね。（笑

まひるがご飯抜くとかあり得ないですよ。

ご飯とﾃﾞｻﾞｰﾄは欠かせません。

この間、空とご飯食べに行った時も

主食食べてﾃﾞｻﾞｰﾄ食べて

更にﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄお持ち帰りしましたから。（笑

ﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ大好きなんだもん。

そんなわけですっかり身になってる福原まひるですけどもー。（笑

ﾎﾝﾄ全然余裕で忠義とご飯ﾃﾞｰﾄできますよ。

大倉忠義さん、ご飯ﾃﾞｰﾄｶﾓｰﾝ!!!!（笑
ｲｯﾂｱｼｮｰﾀｲﾑ!!!!!（意味不



あーぁ。

早くﾄﾞﾘﾎﾞ行きたいな。

忠義の今の髪型を生で見たいんだって!!!!
絶対萌えっとなりますだ。

まひるがﾄﾞﾘﾎﾞ行くまでに切らないでねー。（切実

あ。髪の毛で思い出したんだけど

章大とすばるが一緒に美容院に行ったんだよね???
結構前の話ですけど。

そしたら最近ｼﾞｬﾆＷｅｂのﾄﾏｺﾞﾄで

斗真とすばるも同じ美容院だってことが判明しました。

ってことはすばると章大は東京の美容院に行ってるってこと???
もっそい気になってしゃーないんですけども。

夜も眠れないぐらい気になるんですけど。（ｸﾞｰｸﾞｰですけど

でもあのすばるの髪型はまひるの中ではあり得ない。

もっそいｵﾔｼﾞﾊﾟｰﾏ。（失礼。無礼。

すばるのｽﾄﾚｰﾄでｼｭｯとした髪型が好きなのにー。

ちなみに空が萌えちょりますやっすんの今の髪型

まひるはまだ見ていません。

だってｶｳｺﾝ、忠義見るのに必死だったんだもん。

やっぱみんなｱﾝﾀﾞﾙｼｱの時の忠義の不敵な笑みが

気になってるようで。（笑

まひるも聞きたい。

大倉忠義さん、その笑いは何の意味があるとですか???
もっそいそこだけｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟされてるんですけど。（笑

謎の男、大倉忠義。

あ。ｶｳｺﾝのｸﾞｯｽﾞの忠義のうちわが欲しいんですけどー。

なんか売り切れだったらしいじゃん。

ﾄﾞﾘﾎﾞ行く時にｼｮｯﾌﾟ行って買ってこよう。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽ

ぼんきちさん（＠博貴）

あいこさん（＠忠義）

錦戸グミ（＠亮） ぼんきちさん（＠博貴）
あけましておめでとうございます。

今年もヨロシクお願いしますだ。（笑

ぼんきちさんからの年賀状、今日届きましたー。

ありがとうございます。

ﾎﾝﾄ去年はまだ知り合って間もなかったんですが

今年はｶﾞｯﾂﾘｶﾑしたいですね。（笑

今年も絡んでください。＞＜

あいこさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾒﾛ友もありがとうございます。

喜んでー!!!!（何者???
ＲＳＳですか???
全然ＯＫですよ。

しかも３つのﾌﾞﾛｸﾞ見てくれたんですね。

ありがとうございます。

ぜひぜひ仲良くしてください。

錦戸グミ（＠亮）

あけましておめでとうございます。

年賀状届いたなりか???
良かったー!!!!
なんか風邪ひきはじめてて年賀状出すのが

遅れたからﾔｯﾊﾞｲなーって思ってたんだよね。

今年もぜひぜひﾖﾛｼｸねん。

グミの年賀状は元旦に届いたよ。

もっそい忠義が男前だった。（笑

ありがとねーん。



2006.01.05 Thu ﾐ・ｱﾐｰｺﾞ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるでし。

ﾐ·ｱﾐｰｺﾞの空たん（＠章大）がたぶん今夜

山梨に帰ってくると思われ。

ちょっとにやける変態女。（笑

だってだってー。

空たんいないとやる気起きないんだもん。

何のやる気だ。

別にいつも一緒にいるわけじゃないから

山梨にいてもいなくても一緒なのかも

しれないけど違うんだよ。

やっかし違うんだよ。

空たん、ｶﾓｰﾝ。

今日はね、やるかどうするか迷ったんだけど

やっかしやる!!!!!
新年初の∞ﾚﾝｼﾞｬｰ更新日だし。
そんなわけで今日もやったるＪ（なつかし

勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ!!!!!

渋谷すばる様

あけましておめでとうございます。

ｷﾞｮｯ!!!!（古いﾘｱｸｼｮﾝでｺﾞﾒﾝ
つーかなぜにすばるはひらがななの???
それはﾁﾝﾊﾟﾝｼﾞｰのお友達だから???
ﾄﾞﾘﾎﾞ、エイトの出番は少ないと聞きます。

でもきっと頑張ってるすばるがいる。

頑張ってるエイトメンがいる。

だからﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ高く頑張って欲しいと思います。



内博貴様

あけましておめでとうございます。

今年もﾖﾛｼｸお願いします。

さてさてﾋﾟﾛｷは良いお正月が迎えられたかな???
まひるは仕事だったり休みだったりで

全然季節感もなくすごしています。（涙

今年のお正月ぐらいゆっくり過ごして

そして春頃までに復帰求む。（切実

錦戸亮様

あけましておめでとうございます。

こちらこそ今年もﾖﾛｼｸお願いします。

亮ちゃん、謝らなくてもいいんだよ。

亮ちゃんが忙しいことはみんなが知ってることだから。

亮ちゃんが怪我なく病気なく過ごせることが

まひる達ﾌｧﾝの誇りだから。

丸山隆平様

あけましておめでとうございます。

今年もどうぞﾖﾛｼｸお願いします。

亮ちゃんが死んでしまってって···｡（涙

そういや、佳奈（＠忠義）の相方さんが

佳奈が死んだ夢見たって佳奈のﾌﾞﾛｸﾞで見たような。

まひるなんて修二と彰の彰と仲良しこよしの夢だし。（笑

空たんはどんな初夢見たんだろ???
聞いてみよ。

まひるが死んだ夢とか見てないかなぁー。（期待

そだね。まひるもそう思う。

まひるはもっそい丸ちゃんと価値観が似てるとこあるなぁー

って思うんだよね。

丸ちゃんの言ってることにいつもうんうんって

頷いてるよ。

昨日までの自分、さっきまでの自分が１番のﾗｲﾊﾞﾙだと

まひるも思う。

今までの自分を打ち砕いていかなきゃ



未来は見えない。

だから新しいｽﾀｰﾄを切ろう。

安田章大様

あけましておめでとうございます。

今年もﾖﾛｼｸねん。

つーかなんでそんなにﾃﾝｼｮﾝあがるんだ???（笑
それは章大が乙女だからです。（笑

倉義の言ってることが正論です。（笑

まひるはやっかし安田担にはなれないわー。（笑

やっかし大倉担だわって思う。

え???そういや、去年はｼﾞｬﾆｰｽﾞ恒例の初詣にエイトメンは
参加してなかったの???
ちょっとびっくししてみた。

ｶｳｺﾝ出てたのにですか???
ﾊﾌﾞですか???（涙

ＰＳ倉義とか言ってると

また重いって言われますよ。（笑

大倉忠義様

Ａ　ＨＡＰＰＹ　ＮＥＷ　ＹＥＡＲ!!!!!
うんうん。今年も一緒に頑張ろうね。

もちろんｷﾞﾌﾞｱﾝﾄﾞﾃｲｸの関係で。

忠義のは迷惑って言わないんだよ。

愛でｶﾊﾞｰ出きるから。

全然面倒見れるよ。

うんうん。

今年もエイトと忠義をずっと愛していきます。

ついていきます。

愛を貫き通します。

今年もﾖﾛｼｸねん。

ﾄﾞﾘﾎﾞ、なんとか観に行けることになったから

また楽しみが増えたよ。

今年もいっぱいいいことありそうだし。

空は早速昨日、ﾄﾞﾘﾎﾞ観てきたみたいだよ。



まひるは月末に頑張るっちゃ。

忠義が怪我なく病気なく無事千秋楽が迎えられるよう

お祈りしています。

だから忠義も次なるｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟで頑張ってください。

月末に会いましょう。

村上信五様

あけましておめでとうございます。

今年もﾖﾛｼｸお願いします。

ﾗｸかぁー。

ﾗｸして得たものってたいしたものじゃないことは

確かだよね。

やっかし苦労して手に入れたものは価値あるものだと

思う。

楽しいことは好き。

苦労して得たものの楽しさは最高である。

まひるもそう思う。

ヒナちゃんは毎回毎回こうゆう言葉、考えが

ちゃんと浮かんでくるとこが素晴らしい。

普段からいろんなこと考えてないと浮かんでこないよね。

だから普段からヒナちゃんはいろんなことを

考えて頭悩ませて仕事してるんだと思う。

そんなヒナちゃんを立派だと思う。

そんなヒナちゃんが好きである。

横山裕様

あけましておめでとうございます。

今年もﾖﾛｼｸお願いします。

ﾊﾁﾐﾂｰ???
ﾊﾁﾐﾂも好きだけどﾒｰﾌﾟﾙｼﾛｯﾌﾟも好きなまひるです。

はい。すいません。

いきなり大声出したりして。（笑

なんか横山さん、またたらいに乗って登場らしいですね。

あれ好きなんですよ。

可愛い[:ハート:]



興奮のあまり絵文字なんぞ使ってみました。（笑

頑張れ。候くん。

つーかｵｶﾝが仕事終わってからどこかに

出かけてしまったんですけどーぉ。

お腹空いたよぅ。

最近ﾎﾝﾄ食欲が大倉忠義級でして。（笑

絶対太る前兆だよね???
ﾔｯﾊﾞｰｲ。

忠義も最近ちょっとまたふっくらしてたよね???
ｸﾘﾊﾟの時の写真のｱｺﾞのﾗｲﾝがやばかった。（笑

いや、全然問題なっしんぐですけど!!!!!!
むしろ可愛い[:ラブ:]
まひるは忠義のﾋﾞｽﾞにはこだわらないんですよ。

忠義らしければいいんです!!!!!
たとえﾍﾝﾃｺなﾊﾟｰﾏかけてきたとしてもＯＫ。（笑

忠義が忠義らしければいいんです。

道を外れてる時は注意もしますし。（笑

だから今年もﾖﾛｼｸちゃん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾚｽ

ありさ（＠博貴）

色葉（＠忠義） ありさ（＠博貴）
あけましておめでとうございます。

今年もﾖﾛｼｸお願いします。

まひるの年賀状まだ届いてない???
確かに出したの遅かったのね。

だからもうそろそろ届くとは思うんだけど。

ありさの年賀状は届いたよー。

ありがとねー。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


年賀状、もう少し待ってみてこなかったら

またｺﾒﾝﾄちょうだいな。

色葉（＠忠義）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

こちらこそ年賀状ありがとう!!!!
もっそいあの忠義大好きなんだよねー。

ﾋﾟﾝｸのＴｼｬﾂ似合ってると思いません???
ﾌﾟﾘﾁｰ。ﾌﾟﾘﾁｰ。（笑

かさべたね、取るの楽しい。（笑

跡になるからｵｶﾝに取るのやめなさいって

言われるんだけど辞められないんだよねー。

また色葉ちゃんのとこにも遊びにいくねー。

って割と覗いてるんだけどね。（笑



2006.01.07 Sat 癒し系、忠義。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

うー。お腹ｺﾞﾛｺﾞﾛしてるぅー。

今日、仕事に行く時からなんだけど。

しかも昨日、ﾄﾞﾗﾏ観ようと思ってたんだけど

疲れて寝てしまったよ。

すっごい楽しみにしてたのになぁー。

今日さ、職場でﾚｼﾞ点検やってて

５０００円ぐらいお金あわなかったのね。

それで店長にあわないんですけどぉー。

って言ったら

「あり得ない!!!!やり直し!!!!」ってﾁｮｰｷﾚられたの。
そんな言い方しなくてもいいじゃんって思って

渋々やり直そうとしたら本屋の領収書が出てきて。

店長がﾚｼﾞからお金出して払ったこと忘れてただけだったの。

で、店長にこれじゃないんですか???
って言ったら

「あー。」って言って後は黙っちゃって謝りもしないの。

ﾏｼﾞﾑｶついたんだけど

今日ずっと我慢してて。

で、今、空（＠章大）に愚痴ってた。

３１歳にもなってそんな態度あるんか???
ってﾏｼﾞ思ったよ。

そんな人が店長なんてやってていいわけ???
今日ずっと店長機嫌悪くて

だからもっそい周りが気を使ってて。

ﾊﾞｯｶみたいって思った。

で、上司にはめっちゃ媚びてるのね。

いつか絶対上司にﾁｸってやる。



そんなわけでｲﾗｲﾗしてましたら

空からﾄﾞﾘﾎﾞﾊﾟﾝﾌの忠義の写ﾒが送られてきまして

萌えっとしちょりました。

ﾔｯﾊﾞｲ。もっそいｶｯｺｲｲ。

ﾎﾝﾄ忠義はまひるの癒しだよ。

そんなわけでまひるの機嫌も直りまして。（単純

後ね、今日、友達からﾒｰﾙが来て

結構深刻な話だったんだけど

携帯に返すにはもっそい長くなってしまうので

ﾊﾟｿに返すことにしました。

なんかね、その子のいうことまひるもｽｯｺﾞｲわかるのね。

まひるは同担が苦手とかそうゆうことは全然ないから

そうゆう面では違うかもしれないけど

でも負けたくないって気持ちは持ってたりはするのね。

でも他人と自分を比べるのは

辞めようって思ったのね。

自分は自分。人は人。

自分のﾍﾟｰｽで応援していけばいいって思ってる。

他の大倉担と自分を比べてもきりがないから。

そりゃ自分が１番でいたいって気持ちは誰にでも

あると思う。

でもそんなの忠義からしたらいい迷惑な話だし、

勝手にいろいろ想像しても仕方がないんだよね。

だからまひるはまひるのﾍﾟｰｽでこれからも

応援頑張るよ。

ま、至らない部分も多いかと思いますが

忠義さん、これからもﾖﾛｼｸねー。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾚｽ

佳奈（＠忠義） 佳奈（＠忠義）
そうかも。こっちのﾌﾞﾛｸﾞではｺﾒﾝﾄしてくれたの

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


初めてかも。（ﾜﾊﾊ

なんか丸ちゃんのやつ見る前の日ぐらいに

佳奈のﾌﾞﾛｸﾞ見てたのかな???
それでﾔｯﾍﾞｰ。

丸ちゃんと相方さんかぶってるぅーって

思って一人爆笑してました。

ちなみにまひるはまだ相方に初夢を聞いていません。

忘れてました。

佳奈は候くんとﾗﾌﾞﾗﾌﾞしてましたかぁー???
まひるは彰くんとﾗﾌﾞﾗﾌﾞしてました。（笑

そだね。今年もｷﾞﾌﾞｱﾝﾄﾞﾃｲｸの関係で

頑張れたらいいなって思ってます。

きっとｷﾞﾌﾞは結構してもらってるけど

ﾃｲｸはしてるのかさっぱり。（笑

そ、そ。２５日にﾄﾞﾘﾎﾞを観に行くことが

決まりまして。

とりあえず今年初生忠義ですよ。（ｶﾞﾊﾊ

ﾎﾝﾄは成人式とか行きたいんだけどねー。（涙

ふっくら忠義でもなんでもいいっちゃ。（笑

今年もﾁｰﾑﾁﾝﾋﾟﾗｰｽﾞは頑張っていきましょうねー。（笑

今年も何かで佳奈に会うことが出来たらいいなぁーって

思ってます。

今年もﾖﾛｼｸねー。



2006.01.08 Sun 愛くるしい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

女性ｾﾌﾞﾝ買った〜!!!!!
もっそい恥ずかしかった。（汗

まひる的には「なかよし」とか買うよりも

恥ずかしいんですけど。

だって絶対ﾐｰﾊｰだと思われるじゃん。

ｵﾊﾞﾁｬﾝだと思われるじゃん。

でも忠義がもっそいさわやかな顔してたから

買ってしまったよ。（笑

でも１番最初に見たのはおっしーと矢田ちゃんの記事ですけど。（笑

やっかしﾐｰﾊｰじゃん。

違うってー。

おっしー好きなんだもん。

つーかおっしーの刺青にびっくしみたいな。（笑

いや、あれだけ入ってるのは知ってたんだけど

実際腰のやつとか見たのは初めてで。

あ。そっちで話が盛り上がってしまった。（苦笑

つーかｵｶﾝに全然風邪治らないね。って言われました。

はい。治ってません。

相変わらず鼻声です。

ｵﾄﾝも治ってないらしいです。

何この頑固な風邪は???
声が聞き取りにくい話しにくい。

最悪。

今日はね、休憩中に佳奈（＠忠義）とｺﾈﾀで盛り上がってみました。

急に佳奈にﾒｰﾙしたくなって報告ﾒｰﾙなんぞしてみました。

いや、面白いよ。

○ﾘさん。（笑



ＢＹすばる。（笑

ﾏｼﾞ見つけた時の衝撃度が違うね。

まだ身内では○ﾘさんを見たのはまひるだけなんだけどね。

身内ﾈﾀでｺﾞﾒﾝなさい。

空（＠章大）と佳奈にも見て欲しいんだけどなぁー。

見つけたらまひるまで報告ください。

つーかよくﾈｯﾄやってて思うんだけど

大倉担の相方に安田担が多いのはなぜ???
まひるのとこもそうだし、

佳奈のとこもそうだし。

で、結構忠義と章大がｾｯﾄになってること多いよね。

だから萌え度も倍!!!!!
でもﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄではそんなに絡みないよね???
実はひっそりこっそり付き合ってるとか???
章大が乙女だからあり得るよなぁー。（笑

まひるは何気にこの２ｼｮ好きよ。

可愛いもん。

妖精ちゃんだもん。

もうﾎﾝﾄ去年のｻﾏｽﾍﾟ最高だった。

あれ以来忠義の可愛いこちゃんｷｬﾗ確立なんですけど。

男前のくせに可愛くてそんな忠義に惚れまくってる。

これからも愛くるしい大倉忠義でいてください。

義理と人情。

渋いなぁー。

忠義。

でもまひるも好きだなぁー。

まひるも義理と人情に厚い人でありたい。

この２つがない人はあまり好きではありません。

やっかし男前に生きるには義理と人情は

必要不可欠です。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾚｽ

陸（＠忠義） 陸（＠忠義）
うんうん。

誰でも１番になりたい願望ってあると思うんだよね。

でもﾌｧﾝに１番も２番もないって思う。

でも１番目指して頑張ることはいいことだと思うよ。

無理せず自分のﾍﾟｰｽで１番目指して頑張ればいい。

とまひるは思うのですよ。

ﾄﾞﾘﾎﾞいつ行くの???
まひるは２５日。

まだ日があるから何の日程も決まってなくて

実感もわいてないんだけどね。

お互い楽しんでこようね。



2006.01.09 Mon 成人の日おめでとう。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるです。

今日は成人の日ですね。

ﾎﾝﾄなら忠義も地元の成人式に出てるはず

だったね。

忠義、成人の日おめでとう!!!!!
そして全国の成人の方おめでとうございます。

みなさんの２０歳という年が

ＨＡＰＰＹな年になりますように。

つーか西遊記がもっそい面白かったんですけど。

もうね、まひるは深津絵里さんが大好き

なんですよ。

すっごい可愛いー!!!!!＞＜
しかも「ｶﾊﾞﾁﾀﾚ」や「踊る大走査線」みたいな

仕事出来ます系の役もこなせるし、

すっごく憧れの人ですね。

で、香取くんのﾄﾞﾗﾏってすごく好きで。

「人にやさしく」とかすっごい好きだったし。

なんか破天荒であって

でも心にｼﾞｰﾝとするものもちゃんと

あってそれでいてわかりやすいし、

そうゆうのが好き。

あ。そだ。

なんか来年、またﾄﾞﾘﾎﾞが帝劇で再演が

発表されたらしいね。

でもエイトは出るかわからないらしい。

なんで???
エイトとＫＡＴ−ＴＵＮがﾒｲﾝじゃないの???
来年の再演が決定ってことは



今年の春はやっかしないんだね。

でも頑張ってお金貯めないとねー。

いつでも大阪に行ける準備は

しておかないとね。

やる気満載ですよ。（笑

なんかまだ月末にﾄﾞﾘﾎﾞを観に行くっていう

実感がわかなくてね。

ﾁｹｯﾄも当日らしいし、

ﾎﾝﾄたぶん始まるまで実感わかないような

気がする。（笑

なんか最近思うんだけど

ﾊﾟｿやるのに自分の部屋って精神統一が

全然出来ないのね。（苦笑

もっそい周りが気になって。（笑

忠義のﾎﾟｽﾀｰ見てにんまりしてみたりとか。（笑

ちなみに今は忠義のﾎﾟｽﾀｰ２枚と

エイトの集合のﾎﾟｽﾀｰが１枚と

ｶﾚﾝﾀﾞｰ（大山田内が裸のやつ）が

貼ってあります。

１番目につくのはｶﾚﾝﾀﾞｰかな。

ﾊﾟｿのすぐ近くに貼ってあるから。

あのｶﾚﾝﾀﾞｰのやっすんってめっちゃ萌えっと

する体してるよね???
忠義の影からだけどすっごいしまってて

ｽﾃｷだなぁーって思う。

なんかﾓﾉｸﾛのとこがいいんだよねー。

忠義のちょっとたくましい感じも

もっそい好きだし。

そんなわけで常に萌えっとしちょりますだ。

あ。今日、ﾋﾞｽﾄﾛｽﾏｯﾌﾟに西遊記ﾁｰﾑが

出てて伊藤くん（電車男）が中居くんに

「萌え萌え」って言わされてた。（笑

ちなみに電車男は１回しか見たことないんだよねー。



面白かったんだけどね。

なんかちょっと伊藤くんが可愛いと思った

まひるさんでした。

あの常にﾃﾝﾊﾟった感じが。（笑

なんか最近思うんですけど

礼儀を知らない人が増えてるような気がするんです。

名乗りもしないで

ただ「メル友になってください。」って

ｷﾞｬﾙ文字でﾒｰﾙ送ってきたり、

人が不快になるようなｺﾒﾝﾄしたり。

まひるも暇人ではないので

そんなの対応しきれません。

せめてｺﾒﾝﾄやﾒｰﾙくださる時は

担当と名前ぐらい名乗りましょう。

亮ちゃんだって挨拶の出来ない子は嫌いって

言ってるじゃないですか。

最低限のﾏﾅｰは守って欲しいです。

それはまひるだけじゃなくて

誰に接する時も同じです。

礼儀は大切です。

礼儀を身につけｽﾃｷなﾚﾃﾞｨｰになりましょう。

ってｦﾊﾞさんくさくてｺﾞﾒﾝなさい。

あまりにも最近礼儀を知らない人が

多いのであえてｺﾒﾝﾄさせていただきました。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。
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2006.01.10 Tue ﾊﾟﾝﾂ事件。

こんにﾁﾊﾟ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、４時ぐらいに寝たわりに

ｼｬｷっと１１時に起きてｦﾀ誌購入。

なんかどの雑誌も表紙がﾋﾟﾝｸってゆーかで

春もそう遠くないんだなぁーって思いました。

はい。まだ中身見てません。（笑

また中見たら感想など書きます。

ぶっちゃけ眠いんです。（笑

雑誌を読む程集中力がないんです。

だから写真だけ見た。

Ｐ誌の犬の着ぐるみのやつ、

やっかしﾎﾟｰｽﾞが大倉忠義なんだよねー。（笑

わかりやすっ!!!!
って思ったもん。

で、Ｄ誌の全身で写ってるﾍﾞｰｼﾞ。

丸ちゃんとすばるが手を繋いでるの!!!!
めちゃめちゃほっこり。

可愛い!!!!!
で、Ｗ誌の忠義のﾋﾞｽﾞがもっそいｶｯｺｲｲの。

ﾔｯﾍﾞｰｶｯﾁｮｴｰとか一人で大騒ぎ。

丸のﾊﾟﾝﾂの話とかﾁｮｰｳｹたし。

丸が村上んのﾊﾟﾝﾂを間違ってはいてしまって

村上んがﾊﾟﾝﾂがないって騒ぎになって

丸のん見たら「村上」ってﾊﾟﾝﾂに名前が書いてあるって

ゆーね。（爆笑

ﾊﾟﾝﾂに名前が書いてある時点でもう大ｳｹなんだけど

ｵﾁが素晴らしい。

そのはいたﾊﾟﾝﾂを「じゃあ、返しますわ。」って言って

村上んに返そうとするのね。（笑

そしたら村上んに「いらんわ、さっさとはけ!!!!」って
怒られるの。（爆笑

ﾏｼﾞ面白い!!!!!



やっかしエイトって面白いなぁー。

ちなみにまひるはそのﾊﾟﾝﾂのくだりしか

読んでいません。（笑

そこだけ目についたから。（笑

夜にでも熟読したいと思います。

あ。今日は久々のｽｶ☆Ｊじゃないですか。

今日は何やるんだろ???
全然知らないんですけど。

面白かったらいいなぁー。

やっかし全員でﾛｹ行くのが１番好き。

ﾄﾗｯｸのやつとかｸﾘｽﾏｽのやつとか。

ﾒﾝﾊﾞｰの素の部分が出るやつが楽しくていいよね。

そうゆうのが見ててｽｶｯ!!!!っとするんだって。
もっそい気分いい。

あとね、今日は「劇団演技者」が斗真なんで

これも見ようと思います。

全然どんなお話なのかﾉｰﾁｪｯｸなんで

楽しみです。

まひる、斗真好きなんですよ。

なんせ元ＭＡＩＮ担だから。（笑

これわかる人います???
わかる人は懐かしんでください。

斗真、めちゃ男前じゃないですか???
好きです。好きです。

ﾄﾏｺﾞﾄも面白いし。

「劇団演技者」に前回、風間と出た時のやつ

面白かったし。

なんかちょっとﾁﾝﾋﾟﾗってる風間と

無線ｦﾀの斗真。

ちょっといっちゃってる人系の話とか

もっそい好き。

「劇団演技者」ってそうゆうお話多くてすごく好き。

いつか忠義も出れたらいいなぁーって



思ってます。

舞台頑張って演技力つけてｱﾋﾟって

いつかｵﾌｧｰがくるといいね。

ｼｹﾞたん達も出たんだもん

忠義もやっすんや丸と出てもいいんじゃないかと。（笑

いや、ﾏｼﾞでﾏｼﾞで。

じゃ、今から寝ますーぅ。

また夜書けたら書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。
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2006.01.10 Tue ｶﾗｵｹBOX休業中。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目の登場

大倉担まひるですけどもー。

自分のﾌﾞﾛｸﾞ読んでてｱﾎなこと書いてるなぁーと

思いまして。（笑

ちょっと反省しました。

反省はしたけど直す気はないらしい。（笑

やっかしｱﾎだ。（笑

あれから寝るとか言ってたのに

家の用事頼まれて出かけてたから

結局寝てもいなけりゃｦﾀ誌も読んでないのね。（涙

そして炭酸が半分ぐらい抜けたｺｰﾗを

飲みつつ更新中〜。

いやね、まひる、喉が弱いから炭酸って飲めなくて

半分ぐらい気の抜けたｺｰﾗじゃないと飲めないんだよね。

だからｺｰﾗの一気飲みとかまずﾑﾘね。

ﾋﾞｰﾙも飲めないし。

お酒は強いんだけどね。（笑

でもめったに飲まない。

お酒の場がある時だけ少し飲む程度。

薬を飲んでるからお酒が飲めないってのもあるんだけど

なんとなくね。（笑

あ。でも誘っていただけたらぜひ一緒に飲みたいです。

って誰に言ってるんだ???
いやいや、全国のみなさんにですよ。

ﾒｲﾝは忠義だけどね。（そこか!!!!
忠義さーん。一緒に飲みましょうよー。

ｱﾎ炸裂しちゃうけどいいですかねぇ???
ﾑﾌﾌ。



なんか成人式が明日って言ってる人と明後日って言ってる人が

いてどっちか裏が取れなくて困ってるんですよー。

ま、別にﾋﾞﾃﾞｵを明日も明後日もｾｯﾄしておけばいいだけのこと

なんですけどね。

行くわけじゃないんで。

まひるに限って行かないなんて!!!!（笑
でもさー、山久に淳之に聖に亀ちゃんに忠義にﾊｾでしょ???
ぜってぇーｽｯｺﾞｲﾏﾒだよ。

修二と彰が揃ってるんだよ。

しかも田口さんとかちょっと痛いし。（笑

あ。それはまひるだけ???（笑
寒い中待ってﾏﾒで見て満足かもしれないけど···｡

けどなんだ???
けどけどけど···｡

いいんだって。行かないんだって。（笑

そっとしておいてくれよー。（笑

あー。そういや、結局、今日、一重ちゃんのﾄﾞﾗﾏ見るの

忘れてた。（もっそい失礼。

慶ちゃんね。慶ちゃん。

いやでもね、まひる的には男は一重か奥二重推奨だから

慶ちゃんとか好きな顔なんだけど。

初めて見た時、ﾏｼﾞ好きになっちゃうかもって思った。（笑

だけど結局今はﾊﾟｯﾁﾘお目目の大倉忠義さんだもんねー。

世の中わからないものだわ。

でもｼｹﾞたんも好きだから結局忠義顔が好きってことね。

性格も良いし、仲間思いだし、家族思いだし、

女の人には猛獣だし。（笑

ｶﾗｵｹBOX営業してないし。（意味不
あ。今のとこ笑うとこね。

たぶん空しかわからないけど。（笑

で、ま、話は戻ってそんな大倉忠義さんが大好きだと

いうことです。

で、ちゃっかり「ｱﾝﾌｪｱ」なんかは見ちゃったりしてる

福原まひるです。

だってだってー。



阿部ｻﾀﾞｦさんと篠原涼子さん好きだし。

しかもまた篠原さんｶｯｺｲｲし。

それになんかちょっとｻｲｺっぽいとことか好きかも。

ｻｲｺｻｽﾍﾟﾝｽっぽいお話大好きー。

今日はこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

たろーさん（＠忠義）

陸（＠忠義） たろーさん（＠忠義）
初めまして。

ﾏｼﾞっすか???（笑
亮ちゃんがそんなことおっしゃってるんですか???
教えてくださってありがとうございます。

まだｦﾀ誌ﾁｪｯｸしてないんで

今夜隅から隅までﾁｪｯｸしたいと思います。

ﾎﾝﾄたっちょんのお芝居は最初の頃はﾎﾝﾄﾍﾅﾁｮｺだったと

まひるは思うんですよ。（失礼

でも去年のﾄﾞﾘﾎﾞを観た時にやったな。

やりおったな。ってゆー観てて手ごたえを感じたんですね。

それからみるみるうちにお芝居がうまくなっていって

すごいなぁーって思ってます。

たっちょんの努力ですよね。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

陸（＠忠義）

ﾊﾟﾝﾂのぬくーい湿った感じってわかるよねー。（笑
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差し出す丸ちゃんも丸ちゃんだよね。（爆笑

やっかしいつも何かどうかやらかしてくれる

丸ちゃんがｽﾃｷだわー。（笑

そか。２８日かぁー。

そだよね。学校あるもんね。

また会える機会があったらぜひ会いたいですね。



2006.01.11 Wed eight people

20 questions of eighter's love

eight peopleに参加させていただくことにしたので
とりあえずこのﾄﾗﾊﾞからやりたいと思います。

▽01 : お名前と担当をお書きください!

まひる　担当は大倉忠義くんです。

▽02 : あなたの担当歴はいつからですか?

一昨年の帝劇でのﾄﾞﾘﾎﾞぐらい。

▽03 : 担当さんのどこに惚れましたか?

笑顔と頑張りやさんなとこ。

▽04 : 担当さんの好きなところを5つお答えください!

笑顔。

ﾄﾞﾗﾑ。

ﾀﾞﾝｽ。

頑張りやさんなとこ。

仲間思いなとこ。



▽05 : 逆に担当さんの直してほしい部分を1つお答えください!
（ない人も承知の上、必ずお書きください…!）

ｴﾛが度を越えてる時。（笑

▽06 : 担当さんが歌った曲で1番好きな曲は何ですか?

「明日」

▽07 : 担当さんと他エイト麺、誰との絡みが1番好きですか?

やっすん。

▽08 : 担当さんとの1番の良い思い出は何ですか?

前夜祭かなぁー。

別に何があったわけでもないんだけど

すっごい７人で頑張ろうってゆーのが

垣間見えて感動した。

▽09 : 担当さんとの悔しい思い出は何ですか?

去年の握手会。

思ったように気持ちが伝えられなかったから。

▽10 : 過去の夏の舞台の担当さんの演技、
どれが1番印象的でしたか?



やっかしﾏｼﾞｻﾏ。

妖精ちゃんがもっそい可愛かった。＞＜

▽11 : 過去の冬のコンサートで担当さんと何かありましたか?
（握手、お手フリetc...）

ｺﾝｻｰﾄでは特にないと思うんだけど

ﾏｼﾞｻﾏのｼｮｰﾀｲﾑの時にｳｲﾝｸもらった。（勘違いでなければ

▽12 : 2005年7月,城ホでのコンサートが決まったとき、
あなたはどんなことを思いましたか？

ｽｯｺﾞｲなぁーって。

素直にうれしかったです。

▽13 : ほんじゃに!で特に印象に残っている担当さんを1つどうぞ。

指燃えた〜。（笑

ありきたりでｺﾞﾒﾝなさい。

▽14 : 裏ジャニで特に印象に残っている担当さんを1つどうぞ。

催眠術。（爆笑

あれはﾏｼﾞ秘蔵もの。

▽15 : ∞のギモンで特に印象に残っている担当さんを1つどうぞ。



ﾊﾟﾊﾟﾗｯﾁ。

やっすんの犠牲になったのに

やっすんﾄｲﾚ行ってる間に終了みたいな。（笑

▽16 : スカJ☆で特に印象に残っている担当さんを1つどうぞ。

ﾄﾗｯｸのやつ。

MT免許でおっとこまえ〜って思った。

▽17 : あ、過去の担当さん歴はどのようなものでしょうか?

相葉→田口→○○→仁→忠義。

▽18 : ちなみにエイトの曲で好きなBEST5は何ですか?

No.1:大阪ロマネスク
No.2:Eden
No.3:Hevenly　Psycho
No.4:好きやねん、大阪。
No.5:Do　you agree?

▽19 : それではこれを見ているeighterさんへ一言!

みんなでもっともっとエイトを盛り上げていきましょう。

そして今年こそ全国ﾂｱｰが出来るよう応援頑張りましょうね。



▽20 : 最後に担当さんへの愛を叫んでください☆

どんどん男前になっていくあなたが大好きです。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

一旦これで終了します。

また後で書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。
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2006.01.11 Wed 忠義の演技力。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

やっとつなﾋﾞｨの新規登録の再開が始まりましたので

早速登録しましたー。

これからﾁｮｺﾁｮｺと更新したいと思ってます。

ﾖﾛｼｸお願いします。

あとeight peopleの方も登録申請して
きました。

ちなみにさっきやった下の質問のやつは

ﾘﾝｸのとこにもあるヒナ担のゆいさんが

考えたやつらしいです。

なんかまひるさん、ﾌﾞﾛｸﾞやる気十分???（笑

あ。ｦﾀ誌読んだ!!!!!
確かに亮ちゃんが忠義の芝居について

褒めてた。

なんかもっそい嬉しかった!!!!
涙が出るぐらい嬉しかった。

ﾄﾞﾗﾏ班の亮ちゃんに褒めてもらえるなんて

ﾎﾝﾄ忠義、頑張らないとね。

ﾄﾞﾗﾏのお話をいただいたらまひる号泣してしまうかも。（笑

え???大げさだった???
でもね。まひるなんかが言うのもおこがましいんだけど

ﾎﾝﾄ忠義の演技力は目を見張るものが

あるんですって。

身長もあるからやっぱ迫力もあるしね。

ｷﾗﾘと光るものがあるんですよー。

その演じるものへの気持ちの入り方とか

すごいなぁーって思うし。

ものごっつ男前です。

絶対ﾄﾞﾗﾏとかやったらもっと人気出るんじゃないかなぁー。

うーん。ぶっちゃけ今より人気出るのは



ちょっと寂しいんだけど

でも人気出るってことは忠義の努力の証だし、

喜んであげないとなぁーって。

今日の朝、空（＠章大）とﾒｰﾙしてたんだけど

そのこと自体まるっきり忘れていたよ。（笑

昨日のことのように思えて。

って昨日はたぶん全然空と絡んでないと

思うんだけど。

そ、そ。成人式のことで。

実は昨日の時点で今日の１１時からって話を聞いて

１度ﾌﾞﾛｸﾞの方に載せたんだけど

裏が取れてないから

いろいろ友達に確認したんだけど

明日って言ってる友達もいたので

そのﾌﾞﾛｸﾞ削除しちゃったんですよ。

そんなわけでご迷惑おかけしたことかと思います。

で、ﾋﾞﾃﾞｵｾｯﾄして出かけたんだけど

結局映ってなくて。（涙

とりあえず明日のWSを頑張るしかないのかなぁーって
感じです。

で、ﾑｰﾋﾞｰでちょろっとｽｰﾂ姿の忠義を

見たんだけどほとんど修二と彰がﾒｲﾝで。（涙

ﾎﾝﾄに後ろにちょろっと映ってる感じでした。

でも忠義は絶対、袴だと思ったんだけどなぁー。

ｽｰﾂとは意外。

でも十分萌えってなりましたけど。

まぁ、いっかー。

またｦﾀ誌でじっくり見ればいいし。

結局去年もそんな感じだったような。（涙

ちなみにまひるの時はもっそい濃い紫色と

抹茶色がちょっと入ってる着物で成人式出ました。

ｵｶﾝのお見立てだったんだけど

ｽｯｺﾞｲお気に入りの着物で。

友達の結婚式にも着て出ました。

まひるの成人式はﾎﾝﾄ家族、親戚みんなが



喜んでくれた。

たぶんまひるを拾ったことで親戚中でもめたことも

あったみたいで。

それでもみんなのまひるに対する目は温かかったよ。

まひるはﾎﾝﾄの親に捨てられて不幸だったかもしれないけど

今の親に拾われてﾎﾝﾄに幸せだったと思うよ。

兄弟も優しく接してくれたし。

そんな暴露も去年はあった年ですね。（笑

でもﾎﾝﾄ何不自由なく育ててくれた両親に感謝しています。

そんなこったﾊﾟﾝﾅｺｯﾀで話は変わるんですけど

来年に向けてﾌﾟﾘﾝﾀｰを新しいやつ買おうかと

思ってまして。

写真ﾌﾟﾘﾝﾄできちゃうやつを。

結局今のﾌﾟﾘﾝﾀｰ、１年半ぐらいしか

使ってないんだけどね。

これがすぐｲﾝｸなくなるし、ｲﾝｸは高いし、

ｽｷｬﾅｰもついてるやつなんだけど

ｽｷｬﾅｰの使い勝手も悪いし、

世の中見ただけじゃわからないこと

たくさんありますなぁー。

１番思うのが携帯を買う時。

ｶﾀﾛｸﾞだけじゃわからないこと

たくさんあるじゃないですか。

なんか空が自分の携帯の変換がﾊﾞｶだと嘆いていましたけど

昨日、まひるもその現象にやられました。

「まいとし」が出てこないんですよ。

「舞と誌」ってどんな変換だよ!!!!って
ﾏｼﾞｷﾚてやりました。

前の携帯はATOKがついてたんでそんなｱﾌｫなこと
なかったんですけどねー。

こうゆうのはﾎﾝﾄ使ってみないと

わからないことですよね。

ちなみにまひるの携帯はauです。
ATOKつけてくれー。」
ちなみに今日は「毎年」って出ました。（笑



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

ありさ（＠博貴）

ありさ（＠博貴）

年賀状やっと届いたんだ???
遅すぎにも程があるな。（苦笑

今日のWS録画してたんだけど
結局映ってなくてｶﾞｯｶﾘだったよ。

明日のWSは絶対見なくちゃだね。
でも忠義がｽｰﾂだったのは意外だったよ。

絶対、袴だと思ってたから。（笑

でも忠義のｽｰﾂ姿もいいかな。（笑

結局何でもいいらしい。
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2006.01.12 Thu 日本人らしく　関西人らしく頑張る。by忠義

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

まだTVの方はﾁｪｯｸしてないんだけど
やっかしP亀P亀P亀みたいで。（苦笑
で、とりあえず新聞を買ってきてみました。

ｽﾎﾟｰﾂ報知を買ったんだけど

一応ｶﾗｰで全員載ってまして。

とりあえず忠義のｽｰﾂ姿も拝めたわけです。

絵馬に書かれた文字もわかったし、

ｺﾒﾝﾄもわかったし、満足かな。

あとはﾌｧﾐﾘｰとかでｺﾒﾝﾄと写真がｱｯﾌﾟされれば

大満足。

あ。あとWebで忠義の絵馬をｱｯﾌﾟしてくれるそうなので
それも楽しみかな。

そんなわけで本日もやるどー!!!!
勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ!!!!!

渋谷すばる様

えぇ!!!!
すばるは音姫の存在を今まで知らなかったの???
それは女の人がﾄｲﾚに入った時に音をごまかすために

ある装置ですよ。

決して驚かすつもりの装置ではありません。

あしからず。

ｱﾊ。生田斗真は調子にのってるんだ???
それは初耳。

じゃ、もし会った時には「調子に乗ってるんですか???」
ってﾏｼﾞで聞いちゃいますよ。

つーか聖の家のﾈﾀどこまで引っ張るんですか???
今月のｦﾀ誌にも載ってたじゃないですか???



しかもすばる、かんなり聖が好きだね。

たぶん同じ匂いがするからじゃないかなぁー。

KAT-TUNの暴れん坊とエイトの暴れん坊。
あー。でも最近エイトの暴れん坊も大人になった

気がするのはまひるだけですか???
いつまでも暴れん坊でいてください。

内博貴様

今頃ﾋﾟﾛｷは何してるんでしょう???
一家団欒などでのんびり過ごしているのかな???
もう早くﾋﾟﾛｷに会いたくて会いたくて

たまらないまひるです。

NEWSの新曲発売で復帰してくれたらいいなぁーと
望むばかりです。

一回り大きくなった内博貴と会えるのを

楽しみにしています。

錦戸亮様

亮ちゃん、ｿﾛｺﾝ、NEWSｺﾝお疲れ様でした。
Webで亮ちゃんのｿﾛｺﾝﾚﾎﾟを読んですごく微笑ましかったよ。
亮ちゃんらしいなぁーって思いました。

今はﾄﾞﾘﾎﾞで忙しい毎日だと思うけど

でも亮ちゃんの何事にも弱音をはかない

不屈の精神、立派だと思います。

ﾄﾞﾘﾎﾞが終わったら少しお休みが取れるといいですね。

でも亮ちゃんは前に言ってましたよね???
休みが続くと不安になるって。

それは亮ちゃんがずっと走り続けているからだと

思います。

たまには立ち止まって見ることもいいことだと

思います。

丸山隆平様

元気ですよー!!!!!!



お芝居ですからね。

怒ったり怒鳴ったりいろんな丸山隆平を見せて

欲しいと思います。

きっとそんな丸ちゃんを見れるのも

お芝居ならではのことだと

思いますし。

２５日楽しみにしています。

KAT-TUNへの一言ｺﾒﾝﾄも「うんうん」って
すっごい頷けるものでした。

ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

たつよしに謝るの???

つーか「ｼｬﾗｧｰｯﾌﾟ!!!!」って。（笑
そりゃ夢の中のたつよしじゃなくても笑うよ。

きっと丸ちゃんは普段たつよしにそんな絡み方を

してるんだと思います。

そんなたつよしと丸ちゃんのやり取りがすっごい見たい

まひるです。

どうしても踏ん張りがきかない時。

今のまひるかなぁー。

そんな時が頑張り時かぁー。

重い言葉だな。

安田章大様

まひるの予想ね。

ｽﾄﾚｯﾁの人→ヒナ

早寝早起きの人→すばる

寝ぼけ眼の人→忠義

格闘技→ヨコ

ｷﾞﾀｰ→亮ちゃん

ﾃﾝｼｮﾝHIGH→丸
たぶん半分しかあってないかもー。（涙

寝ぼけ眼の人に忠義かすばるかもっそい悩んだんだもん。

了解しました。

章大の言ってたことを念頭にﾄﾞﾘﾎﾞ観察したいと

思ってます。

なんだかんだと言ってもう９日が過ぎたわけですよ。



早いなぁー。

とりあえず今、まひるの携帯の待ちうけは

ﾄﾞﾘﾎﾞﾊﾟﾝﾌの忠義ですけども。

あれﾏｼﾞで男前。

まひるも今年はもうすでに２回お雑煮を食べた。

まひるもお餅大好きだからお雑煮だと

ﾃﾝｼｮﾝあがるんだよねー。

あー。でも１番食べたいのは焼いて

砂糖醤油で食べたい!!!!!
やっすんはどんな食べ方が１番すきですか???

大倉忠義様

肌の調子が悪いとﾃﾝｿﾝ下がるよね。

まひるも最近肌の調子よくないです。

ちょっと夜更かしするとﾆｷﾋﾞが出来るし、

すっごい正直な肌をしてます。

病院行ってー!!!!
ﾂﾙﾂﾙの剥き卵みたいな大倉忠義に戻ってー!!!!
忠義、成人式おめでとう!!!!
そだね。２０歳ってゆーとやっかし大人と

みなされるよね。

だから忠義も２０歳という自覚を持って

生きていって欲しいと思います。

まひるも小さい頃はね、１７歳。

そう、「ｾﾌﾞﾝﾃｨｰﾝ」って響きに憧れた。

でも１７歳を過ぎ、２０歳を過ぎ、

現在２２歳。

こんなｱﾌｫな大人になってるとは予想していませんでした。

もっとｶｯｺｲｲ大人になってるはずだったのになぁー。

そ、そ。みんな一緒だよー。

忠義さーん。袴に期待してたよー。

でも今年、袴のﾒﾝ多かったし

袴よりｽｰﾂで正解だったかもね。

ｶﾚﾝﾀﾞｰに袴姿載ってるの???
ｲﾔｰﾝ!!!!!
それは楽しみ!!!!!



夜遊び控えめは
守ってね。（笑

ま、今年の目標をなるべく守れるように

頑張って欲しいと思います。

大人の大倉忠義に期待してます。

村上信五様

お正月はしょっぱなから仕事でした。（涙

あ。でもヒナちゃん達もそうだからいいや。

ｦﾀ誌でも言ってたよね???
めんどくさがらないってこと。

まひるもどっちかというとめんどくさいって

思う方だからヒナちゃんと一緒で

めんどくさいをなくしていきたいと

思います。

あー!!!!!
何事も楽しむ。

これもいいね。

ヒナちゃんってやっかしいいこと言うなぁー。

旅行。

旅行って言うともう最近は大阪行きぐらいかな。

たまには違う土地に行ってﾎﾝﾄの旅行旅行を

してみたいなって思います。

あ!!!!エイトが全国ﾂｱｰやってくれたら
地方廻ります。（笑

そして全国の美味しいものを食べたいと思います。

ﾄﾞｲﾂへ向けて頑張れ。ヒナちゃん。（笑

横山裕様

まひるも日々節約を心がけるようになりました。（笑

ｹﾞｰﾑしてるんですか???
何のｹﾞｰﾑしてるんだろ???
つーか最近の子供ってﾎﾝﾄｹﾞｰﾑとかに

詳しいよね???
なんかまひるはﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙのｹﾞｰﾑが欲しいんだけど



技がﾜﾝﾊﾟﾀｰﾝなやつしか出せないｱﾌｫです。

きっと最近の子供の方が技出しまくって遊べるんでしょう。

日々楽しく暮らせてる横山裕さん、

ｽﾃｷです。

早くﾀﾗｲに乗って登場するｼｰﾝを拝みたいと

思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

苺さん（＠章大）

真優さん（＠章大） 苺さん（＠章大）
ﾌﾞﾛｸﾞの方にもｺﾒﾝﾄしておきましたが

こちらのﾌﾞﾛｸﾞと相ﾘﾝでお願いします。

ちなみにもうすでにﾘﾝｸ貼っておきました。

ﾖﾛｼｸお願いします。

真優さん（＠章大）

ﾌﾞﾛｸﾞの方にｺﾒﾝﾄしておきました。

つーか２重ｶｷｺになってしまって

ｺﾞﾒﾝなさい。

今年もﾖﾛｼｸお願いします。

忠義は袴だとばっかり思ってました。（笑

でもｽｰﾂ姿も男前で良かったです。

とりあえずTVの方は昨日ﾁﾗっと見たぐらいで
今日のやつはまだ見てないんですけど

新聞でﾁｪｯｸしてみました。（笑

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.01.13 Fri あと１２日でﾄﾞﾘﾎﾞ。

こんにﾁﾊﾟ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は、寒いですね。

朝から凍死するかと思いました。

昨日はもっそい早く寝てしまいましたね。

１２時頃には爆睡してたと思う。

おかげさまで休みだというのに朝８時には

起きてしまいましたよ。（涙

暇で暇で。（笑

つーか後、１２日でﾄﾞﾘﾎﾞです。

全く実感がわいてないんですけどぉー。

とりあえず髪長めの忠義が拝めたらいいなぁー。

髪、切りませんように。（笑

あと亮ちゃんお墨付きの忠義の芝居を

再確認してこようと思います。

忠義だけを観るんじゃなくて全体のﾊﾞﾗﾝｽから

忠義のお芝居を観るようにしたいと思ってます。

楽しみだなぁー。

もっそいﾜｸﾜｸする。

お芝居全体を楽しみたいなって。

まひるの中でもいろいろ吸収したい部分とか

あると思うし。

今から気合入れておかなきゃ。（笑

でも今回ｺﾝﾀｸﾄ作ってる時間とお金の余裕がなくて

裸眼で観るからちょっと不安なんだけど。

空（＠章大）の双眼鏡を借りてみなくちゃ。

空のはﾏｼﾞど変態双眼鏡なんですよ。

もっそい倍率で。（笑

倍率良すぎて手ぶれ起こしたりして。（笑

そんなの前の方で使ってるからね。（笑

ﾏｼﾞど変態だっつーの!!!!!（笑



まひるは普通のんでいいです。

つーか昨日、光にするからNTTから郵便物が
送られてきたんですよ。

そしたら中に説明書みたいなやつとｹｰﾌﾞﾙだけ

入ってて。（笑

なしてｹｰﾌﾞﾙだけ???
しかもどこのｹｰﾌﾞﾙなのかも説明書いてないのね。

ｱﾌｫか????

おーまーえーはーｱｰﾎｰか???
別に２６日にNTTの人来てくれるからいいんですけど。
そんなわけでﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰの方も連絡

忘れていて昨日思い出したので

連絡しておきました。

そんでもってADSLの調子が悪かったので
さっきNTTに電話して改善。
でもｽﾋﾟｰﾄﾞは落ちた。（涙

そんなわけで早く来い来い光ちゃんなんですけども。

だって電話ももっそい雑音がひどくて。

しかもまひるがヤマダ電機で買ってきた電話なんだけど

めちゃくちゃ音が小さいの。

何???受話音量ってやつ???
前はNTTの電話使ってたからもっそい聞き取りやすくて
良かったんだけどNTTの電話って高かったんだよね。
確か。

あー!!!!!
欲しいものだらけでお金が欲しい!!!!
洋服。

靴。

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ。

DVDﾚｺｰﾀﾞｰ。
iPod。
ﾊﾟｿ関連の本。



CD。
忠義の写真。

ｺﾝﾀｸﾄ。

眼鏡。

とりあえず今すぐ欲しいのはこんな感じ。

そういや、いつだったかDVDﾚｺｰﾀﾞｰの懸賞応募したけど
ﾊｽﾞﾚたし。（笑

せっかくめっちゃよいしょして書いたのになぁー。

今月は忠義の写真買うからお金に余裕がないんだよね。（笑

あとﾄﾞﾘﾎﾞﾊﾟﾝﾌと空にﾎﾟｽﾀｰ買ってきてもらったから

そのお金と。

今月ﾊﾟｿの修理代出したからﾏｼﾞ金欠で。

誰か貢いでくり。（笑

つーかそれより忠義さん、まひるにｳﾞｨﾄﾝのｷｬﾘｰください。

まひるなんて雑貨やで買った１０００円のｷｬﾘｰだよ。（笑

いつゴロが取れるのか不安で。（笑

ま、もう３回ぐらい使ったんで元は取れたかな???
って気はしてるんですけどね。（笑

そんなわけでｳﾞｨﾄﾝのｷｬﾘｰください。

あとﾛﾚｯｸｽの時計もください。

やらしい話でｺﾞﾒﾝなさい。

亮ちゃんもﾛﾚｯｸｽの時計してるよね???
あー。みんなお金持ちだよなぁー。

ますますお嫁さんに行きたくなるなぁー。（撲殺

ってまひるだけお嫁さんに行く気満載なんですけど。

忠義さん、ﾀﾞﾒー???
地団駄踏んでもﾀﾞﾒｰ???
ｷﾓｽ!!!!
忠義に蹴り殺されるわ。（笑

ほなおつー。

また夜書けたら書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽ

空（＠ど変態）

空（＠ど変態）

え???なんとなく報知。（笑
他の新聞は全然見てないんだけど

報知を店先で開いたら結構ちゃんと載ってたから

迷わず報知を買ったんだけど。（笑

相変わらずいつでもどこでも双子ぶり発揮してますなぁー。

つーか空は何時まで起きてたんですか???
ｺﾒﾝﾄ夜中３時過ぎてるじゃないですか???
今日、休み???



2006.01.13 Fri お餅食べたったさー。

本日２回目。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ｶﾁﾝくんへ。

今日もお雑煮だったよ。

お餅３つも食べたよー。

食べ過ぎ???
だって大好きなんだもーん。

さてさて話は変わりまして。

空（＠章大）の予想通り、

まひるは昨日のﾚｺﾒﾝはﾀｲﾏｰｾｯﾄして寝ました。

なんかね、もう習慣になってて。

帰ってきて∞ﾚﾝｼﾞｬｰ見てﾌﾞﾛｸﾞ書いて
ﾚｺﾒﾝを聴くかﾀｲﾏｰｾｯﾄするか。

で、休みの日にﾊﾟｿしながら聴いたりしてる。

最近聞き逃したのは先週ぐらい???
あれは素で寝てた。

あー!!!!
かめち（＠亀梨）に手紙書いたのに

出し忘れてる!!!!
明日辺り出しに行かないと。

たぶんお正月ぐらいに書いたやつ。

しかも手紙もらったのもっそい前だし。（死

いやね、書いては破いて書いては破いてって

やってたら結局年が明けてしまったのよ。（ｽｯｺﾞｲ言い訳

つーか髪もだいぶ伸びました。

肩下１０ｾﾝﾁぐらいはあるかな。



あと５ｾﾝﾁぐらい伸ばす予定なんだけど

ちょっと飽きてきたんだよね。（苦笑

いやー。忠義の気持ちもっそいわかるわー。

でもね、いつもｾﾐﾛﾝｸﾞだったから

初めてのﾛﾝｸﾞにﾁｬﾚﾝｼﾞして髪巻こうかなぁーって

思ってて。

忠義も髪長い方が好きみたいだし。（ﾆﾔﾘ

で、今は黒髪なんだけど

（茶髪は脱出した）

巻き髪にするなら茶髪の方が可愛いよね???
でも真っ黒のｽﾄﾚｰﾄに茶色のｴｸｽﾃをつけるってゆーのも

ずっと考えてて。

それで黒くしたんだけどね。（笑

前から行こうと思ってたｴｸｽﾃ専門店が

友達に聞いたら結構評判よくて。

そんなわけで髪がもう少し伸びたらｴｸｽﾃを

つけたいと思います。

なんか目指せﾊﾟﾝｸ少女なんですけど。（笑

って去年から言ってるような···｡（苦笑

あ。目指せ栗山千明でもいい。

でもってなんだよ。でもって。

今、前髪がそんな感じだから。（笑

前髪、自分で切ってて指まで切ったからね。（涙

ｱﾌｫざんす。ｱﾌｫ。

でもってｼｬﾝﾌﾟｰとか変えようかなぁーって思ってるんだけど

量が少なくなってくるとｵｶﾝが

いつものﾓｯｽﾞﾍｱｰ買ってくるから

結局ﾓｯｽﾞ脱出出来ず!!!!!
いつ出したかわからない懸賞で当たったｳﾞｨﾀﾞﾙｻｽｰﾝも

あるんだけどね。（笑

何???まひるが懸賞好きかって???
そうでもない。

でも某着ﾒﾛｻｲﾄで１万円当たってから

ちょっとたまに出すようになった。

ちなみにDocomoさんでﾃﾞｼﾞｶﾒ当てたこともある。
たまーにﾁｮﾛっと出すと当たったりするのかも。

つーかそこで人生の運を使ってる???



もったいないから拾っとこう。

忠義にこの運を使わないとﾀﾞﾒだよね。

もしや運命の出会いとかしちゃったりしちゃったり

するわけ???（ｷﾗｰﾝ

ない。ない。
そんな大きく否定しなくてもいいじゃんかー。

今の目の輝きで忠義が２ﾒｰﾄﾙ後ずさりしたよ。

２ﾒｰﾄﾙって微妙ー。（笑

だんだんｱﾌｫ満開になってきたから

この辺でやめとこうかな。

そういや、みほたん（＠とっつー）が

「All of me for you」聴くとﾋﾟﾛｷってｲﾒｰｼﾞって
言ってたけどまひるは「DREAMIN'BLOOD」かな。
ﾄﾞﾘﾌﾞﾗが内・亮ってｲﾒｰｼﾞ。

で、いろは節を聴くと一昨年の握手会を思い出す。

あの時の忠義のもっそい笑顔は今でも

思い出してほっこりするね。

「All···」はね、たちょしか見てないもん。（苦笑
だからきっとﾋﾟﾛｷのｲﾒｰｼﾞがないんだろうな。

あ!!!!まひるの中でﾋﾟﾛｷをｲﾒｰｼﾞする曲は
「無限大」だ。

ﾋﾟﾛｷのためにみんなで歌ったような曲だから。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.01.14 Sat やったよ!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

仕事なんとかうまくいったみたい。

店長にこれからも頑張れって言われた。

ﾎっとしたよ。（涙

ｸﾋﾞになるかと思ったー!!!!!（涙
ここ１ヶ月、ﾎﾝﾄしんどかったもん。

毎日胃が痛くなる思いで。

でも今日、認められたみたいで

ﾎﾝﾄに嬉しかったよ。

でもいい教訓になった。

ヒナちゃんが言ってたようにﾗｸはしたら

いけないって思った。

それを身を持って知ったよ。

つーかもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞの仮ﾃﾝﾌﾟﾚが１日で

終わってしまいました。（笑

新しいﾃﾝﾌﾟﾚが出来たので。

そんなわけで今のﾃﾝﾌﾟﾚが終わったら

仮ﾃﾝﾌﾟﾚを使おうと思ってます。

今日は疲れたよ。

精神的疲労と肉体的疲労。

もっそい疲れた。

店長に期待してるからだからたまには

怒ったりもするんだよ。って言われたけど

まひるは褒められて伸びるﾀｲﾌﾟなんだって。

もうこうゆうのはこれっきりにして欲しいです。（涙

でもきっと忠義とかも

こんな緊張感のある日々を送ってるんだろうな。

そう思ったらちょっと気持ちが落ち着いたよ。



成長するってやっかし思ってたよりも

難しいよね。

しかも１ヶ月で結果出せとか言われちゃうと

ﾎﾝﾄﾃﾝﾊﾟる。

今月もﾉﾙﾏあるしさ。

なんかでも先週店長と一緒に仕事して

自分なりの努力してる部分とか

見せられたから良かったんじゃないかなぁー

って思ってる。

周りの人も「福原さんいなかったら困るよー。」

って言ってくれてﾎﾝﾄに嬉しかった。

そんな感じで今日は疲れたので

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

果林（＠成亮）

果林（＠成亮）

了解しました。

ﾘﾝｸ変更しておきました。

また絡んでください。

ヨロシクね〜。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.01.15 Sun 君にめぐり合いたいよ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日ﾍﾞｯﾄﾞから落ちた福原まひるでーす。（笑

一瞬何が起こったのかわかりませんでした。

ちょうど落ちた顔の辺りにCDと本が積んであって

そこにｽﾞｼｬｽﾞｼｬと崩れ落ちました。（ｱｰﾒﾝ
頭の上のとこにも本が積んであって

ｵｶﾝがいっつも地震がおきたら本にやられて死ぬよ。

って言うんですけどぉー。

寝る前に本読んだりするからどうしても

頭の上のとこには本を積んでしまうんです。

しかも本棚に入らないし。（苦笑

もー。
絶対床が抜けるってばよー!!!!
新しい家を建ててくり。

もー。
だってさ、ｵｶﾝ達は山梨に引っ越してくる時に

新しい家を建てたのね。

なのにまひるは元々建ってる離れに部屋を

もらったからね。

いや、新しい部屋が欲しかったんだけど

でも離れの方が何かと便利だからってゆー理由で

離れをいただきました。

まいどありー。

まぁ、部屋は古いけど夜遅くまで起きてても

何も言われないし、

音楽ｶﾞﾝｶﾞﾝにかけても怒られないし、

やっかし離れで正解だったのかなぁー。（笑

つーか最近特にﾚﾎﾞﾚﾎﾞが好きなんですけども。

曲とかは特に好きでもないんだけど



ｷｬﾗが好き。

ｸﾘｽﾏｽぐらいに徳光さんと中山えみりちゃんで

司会で冬歌ﾍﾞｽﾄ２０みたいな内容の

番組やってたんだけどそれのｹﾞｽﾄにﾚﾎﾞﾚﾎﾞが

出てたんだけどﾚﾎﾞﾚﾎﾞが面白い反応するから

徳光さん、ﾚﾎﾞﾚﾎﾞにﾑﾁｬﾌﾘとかしててﾏｼﾞｳｹた。

それから久々にﾚﾎﾞﾚﾎﾞに萌えっとしちょりまして。

ﾚﾎﾞﾚﾎﾞも関西人だしなぁー。

まひるの関西人好きもたいがいだね。（笑

そう。それでね、昨日の夜、前のﾊﾞｲﾄ先の友達から

ﾒｰﾙ来たのね。

何かなぁー???
って思ってみたら

「３５歳の男の人とﾒﾙ友になってくれる人いませんか???
困ってるんです。」って!!!!（爆笑
そんなｵｯｻﾝ知りません。

そんな既得な女の人がいたら会ってみたいわ。

しかも困ってるってことは

その程度の男の人ってことでしょ???
ｱﾌｫだなぁーとか思って。

結婚相談所にでも行っておくんなまし。

だいたい言ってきた友達、１９歳でさ。

１９歳の女の子に友達紹介してってゆー３５歳が

ｷﾓｲ。

もうｷﾓｽを通り越して普通にｷﾓｲ。

そんな人をまひるの友達に紹介できるわけもないし。

ｷﾓｲ。ｷﾓｲ。ｷﾓｲ。
だいたい年齢はともかく知らない男の人と

ﾒﾙ友になる程、男に飢えてないし。

友達も困ってるとはいえもっそい失礼。

あ。でもね、もっそい飢えた友達知ってる。

１６歳だけど。（笑

ｷﾞｬﾙなのね。

もっそいﾌﾞ○ｲｸだけど。（笑

しかもｺﾞﾘ系。



この方男の話しかしないんですけど。

しかもちょっとﾀｲﾌﾟの人いたらすぐ逆ﾅﾝですよ。

で、次の日電話かけて即ﾃﾞｰﾄに持ち込もうとする

すばらしく飢えた方です。（笑

９５％ﾀﾞﾒらしいんですけど。（爆笑

５％頑張れ。（笑

まひるは知らん。

その話聞いて軽くひいたもん。

友達っつーか知り合い???（笑

あー。今日、自分ﾈﾀが尽きないんだけど

仕事辞めてった人がいたのね。

同期で。

で、最近偶然に会ったから話したんだけど

辞めた理由が店長の彼女が嫌いだからだってー。

だからまひるはまず実績よりも人間関係だと

思うんだよねー。

実績も大切だけど人間関係うまくやってから

実績だろ???と思うんですけどー。
単なる自分の出世のことしか考えてない

ﾊﾞｶｯﾌﾟﾙなだけでしょ???（撲殺
あ。今日愚痴ばっかでｺﾞﾒﾝなさい。

もっそいｳｯﾌﾟﾝが溜まってるらしい。（苦笑

愚痴はもう辞めまーす。

つーか今日、帰りに「ﾐﾙｸﾌﾟﾘﾝ」を買ってきたから

写ﾒろうと思ったのに

食い気の方がどうしても勝ってしまうんですけど。（笑

絶対そう。

空（＠章大）とご飯食べに行った時も

内容を写ﾒろうと思うんだけど

絶対食べ終わってから気づくの。

いやしんぼで困るんですけど。

次に空と食事に行った時は写ﾒったる!!!!!
ちなみに次に空に会うのは２５日です。



ﾄﾞﾘﾎﾞの日です。

で、２月に入ったら一緒に温泉に行くのーん。

何気に空とは風呂友だからね。

あー。なんか胸ｷｭﾝしてきた。（笑

あと少しで忠義に会えるぅ〜。

実感ないけど。（笑

でも忠義のこと考えるとｷｭﾝってなる。

いや〜ん。

もっそい乙女じゃーん。
福原まひる、乙女宣言ですよ。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

mikiさん mikiさん
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

これからもぜひﾖﾛｼｸお願いします。

mikiさんは誰担さんですか???
差し支えなかったら教えてください。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.01.16 Mon 滝沢演舞城!!!!

ﾉｰｰｰｰｰｰ!!!!!
さっきまで空たん（＠章大）と電話してたんだけど

滝沢演舞城に

たちょとヒナがでるぅ〜!!!!!（滝汗
空たんとの電話って実はめったになくて

お互いがﾃﾝﾊﾟった時にかけるのね。

で、空たんから「ちょっとー。」って。（笑

で、３月７日からの滝沢演舞城に出ることがｼﾞｬﾆﾈｯﾄに

載ってるという連絡網でして。（笑

そんなわけで

ヒナちゃん、忠義、おめでとう!!!!!
たちょのエイトを抜けてのお芝居のお仕事って

初でしょ???
だから嬉しいんだけど

お知らせはもっと早くしてくれー。

とりあえずまだ知らない方、ｼﾞｬﾆﾈｯﾄﾁｪｯｸして

ください。

必見です!!!!
とりあえずﾌﾟﾚｲｶﾞｲﾄﾞ発売とかも間に合うから

なんとかして観に行く予定です。

通常ﾓｰﾄﾞで。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。（笑

はい。今日もｵｶﾝと西遊記を爆笑しながら

見てました。

と言っても仕事から帰ってきてだから

やっかし２１時２０分ぐらいからに

なるんでちょっと話がつかみづらいんですけど。

で、ｵｶﾝがﾐｯﾁｰの声にもっそい反応してて



ｵｶﾝ「あれ???この声誰だっけ???」
まひる「ﾐｯﾁｰだよ。」

ｵｶﾝ「あー。及川光博ね。」

なぜにｵｶﾝはﾐｯﾁｰの名前をﾌﾙﾈｰﾑで

言えるのでしょう。（謎

ちなみにまひるさん、ﾚﾎﾞﾚﾎﾞに続いて

ﾐｯﾁｰも大好きなのです。

別に顔がﾃﾞｶｲとか言いません。

でも好きなんだもーん。

そういや、最近、エイトとNEWSしか聴いてないかも。
その２つがﾍﾋﾞﾛﾃ。

欲を言えば忠義のｿﾛﾊﾟｰﾄを増やしてください。

だって忠義、歌うまいじゃん。

まひる、忠義の歌声もっそい大好きだもん。

亮ちゃん、すばー、ｳﾃｨの３人の声も好きだけど

まひる的萌えﾎﾟｲﾝﾂは大山田なんですけど。（笑

通称関ジミ３。もしくは３ﾊﾞｯｸ。（笑

あ。それで空と電話しててまた爆笑しちゃいまして。（笑

忠義のお肌の荒れについてですね。

熱く語りました。

余計なお世話と思われるので

あえて書きませんが。

空が潤ってないからって言ってました。（笑

それ以上は書きません。（爆笑

空たんと２時間ぐらい話してたかな。

軽く凹む話もしたし、爆笑ﾄｰｸもしたし、

ﾏｼﾞ面白かった。

もうﾎﾝﾄ巷が修二と彰とかの話題で持ちきりだから

またまひるさん、夢見ちゃったし。

しかも今回は修二と彰の２ｼｮで。

やっかし山下と仲良しこよしの話。



もー。えぇっちゅーねん。

修二と彰には苦い思いをさせられたから

何気にｼｮｯｸだったんですけど。

とりあえずこれをｱｯﾌﾟしたいので

この辺で。

また後で書きます。

ｺﾒﾚｽもその時に。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.01.17 Tue 空と交換日記始めました。

こんにﾁﾊﾟ。

大倉担まひるですけどもー。

今、病院から帰ってきたとこ。

寒かったー!!!!!
あ。でもだいぶﾏｼになった方かなぁー。

部屋のﾋｰﾀｰつけなくても済むぐらいだから

やっかし暖かい方なのかもね。

つーかね、滝沢演舞城、出ることになったじゃないですか???
あれはもっそい嬉しかったんです。

嬉しかったんだけど

出ることをもっと早くお知らせしてくれたのなら

もっともっと嬉しかったと思うんです。（笑

だって今もって自分が行けるかどうかも

わからないんですから。

新橋でやってて行けないってのは痛いです。

まだヒナちゃんだけとかだったら

今回お金ないし、我慢しようかぐらいの

話し合いになったと思うんです。

でも自担が出るなら行かねば!!!!!
しかもエイト以外のお仕事!!!!!
それはもう絶対行かねばまひるの気がすまないんですよ。

あー。ｦﾀ心理ですね。

という空（＠章大）と話し合いのもと

行きましょうってゆーことになりまして。

あと悲しいのはですね、

ﾄﾞﾘﾎﾞのﾘﾊからあわせて４月２５日の演舞城の

楽日までは東京に忠義もいるわけじゃないですか???
約５ヶ月近く。

その間で自分が会えるのが２〜３回ってのが

もっそい悲しいんです。（涙

東京にいるなら毎日でも見たいんです!!!!!＞＜



あー。このｦﾀ心理。

そ。そ。

それで空と話してて「ﾕｰ、ﾔﾊﾞｲからやっちゃいなよ。」と

亮ちゃんが言われた意味がわかりました。

ま、憶測なんですけどね。

あー。ﾔﾊﾞｲってそうゆう意味なんだ???
確かにﾔﾊﾞｲ。

あ。そだ。

それでですねー。

相方、空と交換日記を始めたんです。

今日から始めたんですが

ﾘﾝｸのとこに貼っておくので

お時間あったら見てください。

ﾌﾞﾛｸﾞ名、ﾓﾛﾊﾟｸﾘです。（笑

でも可愛いから空の許可も得ず勝手に決めました。（笑

今日は空はﾄﾞﾘﾎﾞに行ってるんですよ。

まひるは元々行くつもりがなかったので

ﾁｹｯﾄも取ってなかったんですが

空の熱望により行くことが決まりまして

空たんがﾁｹｯﾄもお友達に頼んでくれたんです。

それで行くので１回諦めたものなので

なかなか実感がわかないんですけど

それでもエイトが見れる、忠義が見れると言うのは

ﾎﾝﾄｺｺﾛｵﾄﾞﾙですよ。（笑

たぶん空が今日、ﾄﾞﾘﾎﾞから帰ってきたら

交換日記更新するようなこと言ってたんで

ﾖﾛｼｸお願いします。

ちなみに交換日記の方は相ﾘﾝとかはたぶんしない予定なので。

相ﾘﾝのお誘いなどありましたら

ここ「日々、大倉忠義。」か空のﾌﾞﾛｸﾞの方に

ﾖﾛｼｸお願いします。



つか。今日４時間ぐらいしか寝てなくて

もっそい眠いです。

朝５時頃寝たのに朝９時には起きてましたからね。

しかも休みの日に限って早く起きれる自分に嫉妬。

仕事の時なんて全然布団から出られませんもん。

眠くて。眠くて。

歯を磨きながらようやくちょっと目が覚めてくる感じ。

今日は、「劇団演技者」まで起きてないとならないから

これ終わったらちょっとお昼ねしたいと思います。

「ｱﾝﾌｪｱ」もあるし、「ｽｶ☆Ｊ」もあるし、

ＴＶに釘付けなんだよねー。

火曜日って。

でもまひる、実はあんまりＴＶってすきじゃなくて

好きな番組でも気が向かないと寝てしまうのよ。（笑

ずっとＴＶの前に座っていられなくて

時計ばっかり気にしてしまう時は

番組が面白くない証拠。

一気に見てしまうのは番組が面白かった証拠。

あー。今日、自分ﾈﾀしか書いてない。

でも寝かせてくりー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

ありさ（＠博貴）

幸海さん（＠忠義）

みみ子さん（＠忠義）

陸（＠忠義）

かよこ（＠亮） ありさ（＠博貴）
忠義、ほとんど見れてないよー。（涙

P亀P亀P亀P亀P亀だもん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


別にあの２人が悪いわけじゃなくて

ﾜｲﾄﾞｼｮｰの撮り方がおかしい!!!!!
ﾏｼﾞﾌﾞﾁｷﾞﾚだし。

それに事務所側も忠義にもっと早く言ってあげないとさ。

もっそい悲しかったよ。

もうこの話はしない。

昨日、相方と話してて涙出そうになったから。

幸海さん（＠忠義）

ﾘﾝｸ変更了解しました。

またこれからもﾖﾛｼｸお願いします。

みみ子さん（＠忠義）

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

初めまして。大倉担まひるです。

滝沢演舞城決定しましたねー。

まひるは昨日、仕事だったので

全然そんなこと知らず帰ってきたら

相方から電話ありまして。

みみ子さんは今回はいらっしゃらないんですか???
まひるはなんとかﾁｹｯﾄｹﾞｯﾄして

行ってこようと思ってます。

なんせたちょの晴れ舞台ですもんね。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

ぜひぜひ仲良くしていただけると幸いです。

陸（＠忠義）

今度は滝沢演舞城ですよ!!!!!（笑
もう昨日、ﾃﾝﾊﾟりまくって。

出るのはもっそい嬉しいんだけど

でももっと早くお知らせしてくれないと

ﾎﾝﾄﾃﾝﾊﾟるから!!!!!
しかもﾀｯｷｰとか結構お金をお持ちの奥様方に人気だから

ﾁｹｯﾄ手に入るのかどうか···｡



でも頑張って絶対観に行くぞぉー。

今、頭の中は滝沢演舞城のﾁｹのことでいっぱいです。

でも来週には萌えっとしてきたいと

思ってます。

かよこ（＠亮）

おひさしー。

元気でした???
つーか職場の人間関係ってもっそい大切だと思うー。

上司に恵まれなかったら最悪だし。

まひるなんて毎日頭悩ませてるよ。（涙

失敗もしてないのに怒られるこの屈辱。

ひー。

友達のとこの店長さん、怖いねー。

頭たたかれたり、暴言はかれたりはｲﾔだ。

そしたら絶対店長の上の人にまひるは言いつけるね。（笑

辞めたら負けになるから辞めたくはないけど

店長の上の人も同じ考えの人だったら

辞める。（笑



2006.01.18 Wed ２→１。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

やりました!!!!

滝沢演舞城の千秋楽の

ﾁｹｯﾄｹﾞｯﾄしました!!!!!
見事な空（＠章大）とまひるの連携ﾌﾟﾚｰです。

２２時ちょい過ぎぐらいまでまひる、寝てたんですよ。

で、「ｱﾝﾌｪｱ」見ようかなぁーなんて思ってた

その時!!!!!
空たんからﾒｰｳが!!!!!
「ｽﾞﾊﾞﾘ言うわよ」の番組最後に

滝沢演舞城の先行販売がおこなわれているとのこと。

寝てた頭もｼｬｷっとして電話かけること３０分。

見事、楽日のﾁｹｯﾄｹﾞｯﾄ出来ました。

とりあえず１公演は確実に行けることに

なったのでほっこりしています。

あともう１公演一般でｹﾞｯﾄ出来たら

大満足ですよ。

つーかﾎﾝﾄ前日に空と日程の計画練っておいて

よかったわー。

２５日に決めるとか言ってたんだけど

それじゃあ、昨日の先行販売にも

間に合わなかったと思うし。

ﾅｲｽだなって思った。

そしてまひると空はやっかし

２→１ということを
確信。

ﾎﾝﾄ確実にﾎﾟｲﾝﾂは抑えていってるってゆーね。

くっだらない下ﾈﾀの話の合間合間にも

ちゃんとﾎﾟｲﾝﾂは抑えてる男前な２人。



つーか昨日の「ｽｶ☆J」見た???
なんかｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞとか合間合間とかに

ﾒﾝﾊﾞｰが映るでしょ???
あの時になぜヨコとやっすんは忠義に

身を委ねているの???（笑
確実にやっすんは乙女視線でしたよね???
つーかそんなもたれかけられてる忠義がもっそい

狭そうだったにも関わらず

嫌がらないそんなとこにｷｭﾝとしてしまったよ。

男らしいってゆーか。

あとエイトﾌｧﾝの辻さん、ﾏｼﾞ面白いから!!!!
ﾌﾗﾌｰﾌﾟのくだりがもっそい好きだった。

そんな辻さん、実は誰担だったんでしょうか???
もっそい気になるとこです。

でもやっかし１番笑ったのは

最後のしりとりだけど。（笑

あーゆうくだらないの大好き。

あんなんで笑いが取れるのエイトぐらいだよね。（笑

そうゆうとこもっそい好き。

全然忠義の出番がわからなかったけど。（笑

あ!!!!
で、もうね、昨日の「劇団演技者」とかﾏｼﾞﾔﾊﾞｲって。

斗真が「実はﾁｪﾘｰ入ってるってゆーか」みたいな

くだりになっててその時からｲﾔな予感してたんだけど

出たー!!!!
実践!!!!!
１人の男の人が女役で

斗真が男役（もちろん）で斗真、腰を振る振る。（爆笑

最初はゆっくりでー。とかﾚｸﾁｬｰされてて

早く!!!!とか言われてそれにあわせて
斗真が腰振ってました。

妙にﾘｱﾙに見てしまった。（笑

生田斗真さん、あんなんやって大丈夫なんですか???
えぇー!!!!



まひるは忠義がやってたら確実にｲﾔってゆーか

ｼｮｯｸ!!!!
やっかし腰使いとかﾘｱﾙに見てしまうし。（爆笑

それでなくても忠義の腰使いはﾘｱﾘﾃｨありすぎなんだから。（笑

萌えっとなるけどでもｼｮｯｸでもある。

忠義の変態ぶりはWebの中だけでいいです。
でもね、ｻﾝｸﾞﾗｽしてﾁｬﾘに乗って斗真くるんだけど

ｻﾝｸﾞﾗｽがもっそいｶｯｺｲｲの。

ﾏｼﾞ、ｷｭﾝってなる。

あれでﾁｪﾘｰはあり得ないだろー。って思ってみた。

なんかでも妙な役なんだよねー。

つーか妙な人達???
所謂ｷﾞｬﾙ男みたいな役なんだよね。

しゃべり方とかもっそい面白い。

斗真とかﾎﾝﾄ、下連発だよ。

ｼ○ってるとか言ってるし。

なんか軽く凹む。

そんなわけで大倉忠義さんはぜひ清純派路線で

最後までいて欲しいと思う福原まひるなのでした。

ｼ○ってるとか言われたら泣くね。

確実に。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

いのりさん（＠忠義・隆平）

みみ子さん（＠忠義） いのりさん（＠忠義・隆平）
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

空のﾌﾞﾛｸﾞも見てくださってるんですか???
ありがとうございます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


基本的にｱﾌｫ２人なんで。（笑

滝沢演舞城、まひるはなんとか１公演は確保出来ました。

あと１公演行けたらいいなぁーって思ってるんですけど。

あ。全然忠義と丸ちゃん２人とも好きでもありだと

思いますよー。

だってそれぐらい魅力のある人達の集まりですからね。

そう。ﾄｰﾁｭｳはたぶん山梨では売ってないと思うんですよー。

見たことがないんですよ。

そんなわけで１番最初に手にしたのが報知だったんで

報知にしました。

あ。ﾄﾞﾘﾎﾞﾊﾟﾝﾌ日曜日には販売開始してたみたいで

なんとか再版が間に合ったようです。

そんなわけで昨日、空に買ってきてもらいました。

だからまたｸﾞｯｽﾞ並んでみるといいと思います。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

ｺﾒﾝﾄ、ﾎﾝﾄにありがとうございました。

みみ子さん（＠忠義）

そうですかー。

残念ですね。（涙

まひるはなんとか１公演は確保出来まして

もう１公演行けたらいいなぁーって思ってます。

ﾌｧﾝ暦なんてﾎﾝﾄ関係ないと思いますよ。

まひるだってそんなに長いわけじゃないですし。

確かにMAO時代から好きなんですが
でも担当になったのはここ２年ぐらいの

話ですもん。

交換日記おかげさまで結構見ていただけてるみたいで。

ﾎﾝﾄ交換日記なんて自己満なだけのものなのに

見ていただけるのはありがたいです。

これからも空、ともどもﾖﾛｼｸお願いします。



2006.01.19 Thu eight people2

eight peopleの新しいﾄﾗﾊﾞが
出来上がったので参加したいと思います。

?お名前・担当さん・その他自己アピールをお願いします。

まひる・大倉忠義さん。

自己ｱﾋﾟｰﾙ???
うーん···｡

ﾄﾞﾗﾑも出来るeighterまひるが飛びっきりの愛で
応援中。

意味わかんね。（苦笑

?2006年を語る前に、2005年はeighterとして
　どんな1年でしたか?

結構積極的に頑張ってた年だと思う。

大阪にも結構行ったし、ﾌﾞﾛｸﾞも始めてみたり。

?2006年はどんなeighterになりたいですか?

ｷﾞﾌﾞｱﾝﾄﾞﾃｲｸの関係でお互い支えあって補って

最高の応援をしたいと思ってます。

?2006年、関ジャニ∞のグループでの活動に期待していることは?

やっかし全国ﾂｱｰ。

そしたら仙台、関東、名古屋、大阪は行きたいと思う。



?2006年、関ジャニ∞の個人での活動に期待していることは?

　渋谷すばる⇒ﾌﾟﾗﾄﾆｯｸｾｯｸｽみたいなﾄﾞﾗﾏのお仕事が

　　　　　　　出来たらいいなぁーって思う。

　内博貴⇒とにかく今はﾋﾟﾛｷの笑顔が見たい。

　　　　　涙ではなく笑顔。

　錦戸亮⇒ちょっと今ﾍﾟｰｽ飛ばしすぎてる気がするから

　　　　　もう少しﾍﾟｰｽ落として一歩一歩確実に

　　　　　前に進んでいって欲しいと思う。

　丸山隆平⇒よいものたくさん吸収して丸にしか

　　　　　　出来ないお芝居をたくさんして欲しいと思う。

　安田章大⇒作曲面で今年も頑張って欲しいなぁーって思う。

　　　　　　あと安倉ｺﾝﾋﾞももっと見たい。

　大倉忠義⇒今年はお芝居に始まり、またお芝居なので

　　　　　　共演者の良いところをたくさん吸収して

　　　　　　新たなｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟをした大倉忠義に

　　　　　　会いたいと思う。

　村上信五⇒今年もﾋﾅﾃｨﾌﾞで。そしてヒナちゃんの話術で

　　　　　　次につながるお仕事を確立して欲しいと思う。

　横山裕⇒今年はﾄﾞﾗﾏに出て欲しいなって思う。



　　　　　夏来みたいな役も良いと思うし、

　　　　　ｼﾘｱｽな役も良いと思う。

　　　　　

?2006年もその調子で!!と思う関ジャニ∞の
　イイトコロを猛プッシュしちゃって下さい（愛故に盲目）

歌も良い歌歌うし、楽器も出来てﾀﾞﾝｽもうまい。

笑いがとれて仲間思いな関ジャニ∞、
絶対好きになって損はしないと思います!!!!!
ﾖﾛｼｸお願いします。

?2006年はココを直した方が…と思う関ジャニ∞の
　マイナスな部分を心のままに話しちゃって下さい（愛故の毒舌）

特に「ｽｶ★J」。
もっともっと自分達の意見を通してもらってもいいと思う。

自分達だけで笑いが取れるところをｱﾋﾟって欲しいと思う。

?ありがとうございました、最後に関ジャニ∞に対しての愛を
　思いっきりドウゾ! 

∞を好きになって良かった。
ずっとずっとこれからも応援していきます。

一生ついてくぜぐらいの覚悟は出来てます。

とりあえず以上です。

また後で今日の日記更新します。

ｺﾒﾚｽのその時やります。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.01.19 Thu この胸にいつも響いてた。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目の更新。

大倉担まひるですけどもー。

今日は見たいTVがあるから早めにﾌﾞﾛｸﾞ更新です。
１７時に仕事終わって即効帰ってきた。（笑

そうそう、来週、２５日がﾄﾞﾘﾎﾞで

２６日が光の工事なんですよー。

で、２６日と言えばヒナちゃんの誕生日じゃないですかー???
そんなわけでもしﾈｯﾄ接続が出来なかったら

ｺﾞﾒﾝなさい。

そ、そ。で某ｵｰｸで忠義のｼｰﾙを落札。

１５枚つきで１５０円なりー。

ﾊﾟｿに貼ろうかなぁーと思ってさ。

あくまでもｦﾀﾊﾟｿを貫くつもりです。

また壁紙もﾁｪﾝｼﾞしたしさー。

もうエイト大好き!!!!!＞＜
「I[:ハート:]∞」

じゃ、今週も早速やります。

勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ!!!!

渋谷すばる様

すばるってさすが詩人だなぁーって思うわ。

すばるがいつも綺麗な花を咲かせていられるように

応援していきたいと思います。

すばるに愛をささげます。

エイトの歌姫に万歳!!!!



内博貴様

こんばんﾜﾝﾂｰ。

今年はあなたの笑顔をたくさん見たい。

早く見たい。

ただそれだけです。

きっとじれったい日々が続いてるかもしれませんが

焦らずに。

ちゃんとあなたの場所はいつでも待っていてくれるから。

錦戸亮様

ｿﾛｺﾝの準備などきっと大変なこともあったと

思います。

それでもいつもあなたは前を見て

着実に一歩一歩歩いてきた。

そんな姿を立派だと思う。

今年は少しﾍﾟｰｽ落としてもいいと思う。

走り続けることも大切だけど

足元すくわれることなく頑張ってください。

丸山隆平様

丸ちゃん、またたつよしに絡んでるの〜???（笑
いや、きっとたつよしも喜んでると思う。（笑

たつよしも何気に寂しがりやだから

どんどん絡んであげて!!!!
でも丸ちゃんのはたまに度を越えてる時あるからなぁ〜。（笑

そんな時はたつよしがきっと

「ｼｬｧｰﾗｰｯﾌﾟ!!!!」と
言ってくれるでしょう。

そんなたつよしに期待するまひる。（笑

丸ちゃん、まひるに絡んでも何も出てこないよ。（笑

そう!!!!
苦労してこそ手に入れた楽しみは通常の倍だと

思うんです。

だから苦労を惜しんではいけないと思うのです。

こんなまとめ方でよかった???丸ちゃん。（笑



安田章大様

まひるもね、好きなことはとことん追及したいﾀｲﾌﾟで。

だからエイトのことはもちろん、音楽、映画、本、

漫画、ﾄﾞﾗﾑ、ﾍﾞｰｽなんかに日々没頭してるわけです。

用はｦﾀｸ体質なのです。

でもｦﾀｸ体質もﾊﾞｶに出来ないなぁーって思うんです。

好きなことに夢中になってる時は

楽しくて時間の過ぎるのも早く感じるんです。

つらい時は長く感じるし。

２年前のﾄﾞﾘﾎﾞが決して章大にとってつらいもの

だったとは言わないけど

でも腰はだいぶ痛かったと思う。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

これからも愛すべきｷｬﾗのやっすんでいてください。

大倉忠義様

えぇー!!!!
つーかまひるは忠義と入れ替わりたくはないです。

だって肝心の忠義が見れないんだもん。（ﾌﾞｰﾌﾞｰ

だから９人目のﾒﾝﾊﾞｰでありたいんです。

でもお風呂は遠慮しておくよー。

まひるのﾅｲｽﾎﾞﾃﾞｰがさらされてしまうなんて。（ﾎﾟｯ

ｷﾓｽ!!!!
でも一緒にｹﾞｰﾑしたり、ご飯食べたりはしたいなぁー。

で、やっすんにお布団かけてもらったり

丸ちゃんとﾎﾟﾃﾁ食べたり、

亮ちゃんとﾌﾟﾛﾚｽしたり（？）

すばるとｶﾗｵｹしたり

ヒナちゃんと語りたいし、

ヨコと一緒に太りたくはないなぁー。（笑

で、１番にやりたいのは

忠義に膝枕してあげたいんですけど!!!!!
まひるもして欲しいからしてあげる。（強制かよ!!!!



あとね、

忠義とこっそりｲﾁｬｲﾁｬしたい。（撲殺
あ。別に他ﾒﾝに見られてもいいけど。（爆笑

やらしいのは大倉忠義くんﾁﾐだよ。ﾁﾐ。

え???ﾏｼﾞでか???
想像してもいいの???
よしくんとあんなことやこんなこと。（ﾆﾔﾘ

よしくんの許可がおりたので今日は

想像ﾃﾞｰ。つーか妄想ﾃﾞｰにしたいと思います。

ほな、いってらっしゃーい。

連絡求む。
あ。でね、よしくん、よしくん。

まひると空（＠章大）は２→１なのよ〜ん。

ちょっとご報告。（笑

村上信五様

ﾗｼﾞｬ。

いい交流は大切にしてるよ。

自分にﾏｲﾅｽだと思う人でも自分の力でﾌﾟﾗｽに

変えてると思う。

そこは偉いでしょ???（笑
ﾃﾞﾍﾍ。

ヒナちゃんもずっとずっとこれからも

ﾋﾅﾃｨﾌﾞでいてね。

ヒナちゃんに学ぶことﾎﾝﾄに多いから

∞ﾚﾝｼﾞｬｰが楽しみだもん。
確かに忠義に学ぶ点もたくさんあるんだけど

やっかし直接的に入ってくるのは

ヒナちゃんのまっすぐな気持ちかな。

いつもありがとう。

横山裕様

財布落としたのぉー???
横山裕、どこまでうっかりものなんですか???



じゃ、まひるのおごりでご飯行きましょう。（笑

話が飛躍しすぎ。

じゃ、缶詰送ってあげるよ。（笑

つーかまひるも過去に２度程財布を落としたこと

あるけどあれはべっこし凹む。

１度目は中学生ぐらいの時で

お正月あけでお年玉たんまりもらった後だったから

３万円ぐらいお財布の中に入ってたの。

で、ご満悦でCDｼｮｯﾌﾟに行ったら財布がなくてねー。
２度目は専門学校の時で

ﾗｲﾌﾞﾊｳｽに行ったら財布ﾊﾟﾁｮられました。（涙

で、次の日、財布だけ捨ててあったのを

ﾗｲﾌﾞﾊｳｽの人が発見してくれて

送ってくれたの。

でも中身は小銭だけになってた。（涙

救いだったのは免許とかｶｰﾄﾞ類が一切

手付かずになってたことかな。

ヨコもお財布戻ってくるといいね。

何〜???
今日の∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ後半に行けば行くほど
長いですけど。

忠義は自担だからいつも長いけど。（笑

あー。ﾔｯﾊﾞｲ。

今日、うたばんからTV尽くしだから
早めにこれ終わらせないと。

そんなわけで手抜きでｺﾞﾒﾝなさい。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

かよこ（＠亮）

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


真優さん（＠章大）

ななさん（＠忠義） かよこ（＠亮）
もうね、千秋楽に死ぬほど行きたかったのよ。（笑

今まで舞台とかも千秋楽に観に行ったことってなくて。

だから今回だけは絶対楽日に行くんだって決めてて。

だからもっそいうれしかったよ。

斗真の腰使いはﾏｼﾞﾔﾊﾞかった。

普通に洋服着てるだけで後は普通にｾ○○ｽしてるのと

変わらないんだもん。

普通に前後に腰振ってたし。

ｲｸ〜とか言ってるし。（笑

ﾔﾊﾞｽ!!!!って思ったもん。
あんなん忠義にやられたら泣く。

素で泣く。

案外下ﾈﾀ言ってる割に乙女なまひるなのでした。（笑

真優さん（＠章大）

真優さんは、３月ですか???
まひるは４月の前半にも行きたいなぁーって

思ってるんですけど

なるべく春休みとかとかぶらないように

平日に行きたいなって思ってて。

お互い楽しんできましょうね。

ななさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

大阪にお住まいなんですか???
うらやましいですぅ〜。

まひるは東京の隣の山梨に住んでるんですけど

それでも東京に出るのは１時間半ぐらい

かかってしまいます。

仕事もしているので１ヶ月にそう何度も東京に

行けるわけでもないのですが

やっかし東京で公演をやってるのなら



そのうち何回かは観に行きたいと思う

ｦﾀ心理ですかねぇ。

感想などぜひここにｱｯﾌﾟしたいと思ってるので

良かったら読んでくださると嬉しいです。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。



2006.01.20 Fri 眠い。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

この入り方もちょっと飽きてきたので

新しい入り方考えようかな。（笑

今日はお仕事お休みで

一旦昼間起きてまた夕方まで爆睡。

で、お風呂入ってきてﾊﾟｿの前です。

まったりもったりやってます。

えぇー。

それで昨日のうたばんを録画しなかったことを

後悔してるので

とりあえずMｽﾃ、PJ、歌笑、HEY×３ｾｯﾄ完了。
滝沢氏がどれだけ髪を切ったのかもっそい

気になってる大倉担のまひるです。
だって滝連見た???
あれもっそい髪の毛たくさんあったでしょ???
女のまひるだってあそこまでになったことないよー。

ぐらい髪切ってたんだけど

昨日のつばちゃんのﾗｼﾞｵで聴く限り、

別に「滝沢秀明だなぁー。」ってゆう感じらしいです。

そんなわけで楽しみなんですけども。

あー。もっそいｽｲﾏｾﾝ。

Webは端から端まで見てる人なんで。
ｱﾂﾋﾛくんの日記に今からﾀｯｷｰと松潤と遊びに行くところって

書いてあったのもﾁｪｯｸ済みです。（笑

まぁ、ｱﾂﾋﾛくんは好きだから当然だけどね。

その割に肝心なとこ見落とすんですけどね。（苦笑

いやー。ｼﾞｬﾆﾈｯﾄとｼﾞｬﾆWebは毎日見ないと
ﾀﾞﾒだわ。



あ。で。さっきMｽﾃ見た!!!!!
ﾀｯｷｰはﾀｯｷｰだった。（笑

切ったわりにいつもと変化も特になくー。

でもやっかしｷﾗｯｷﾗに輝いていたよ。（笑

↑

滝沢推しの女。（笑

でもﾀｯｷｰの乗りつっこみは嫌い。（笑

寒いから。

あ。毒気づいててｺﾞﾒﾝなさい。

愛あっての発言なんで。

今日は特にﾈﾀもないので

これで終わります。

（ただもう寝たいだけ）（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.01.21 Sat 消えた。（涙

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか全部書いたのに消えたよ。（涙

もっそいやる気失せた。

しかも何書いたかも忘れたし。（涙

そんなわけで今日もちょこっと書いたら終わります。（ｱﾊﾊ

だって明日、朝早いんだもん。

でねでね、昨日２０時半ぐらいには寝てしまっていたのさ。

でももっそい眠りが浅くて

ほとんど意識あった感じで。

空（＠章大）にﾒｰｳ返したりしてたからね。

だからﾍﾞｯﾄﾞに入ったのが２０時半で

完全に寝たのはたぶん深夜３時ぐらいかな。

そしたら寝すぎで腰痛くてさー。

今日、もう全然仕事にならなくて。

仕事中に合間見てはﾄﾝﾄﾝしてもらってた。（笑

そんなわけで明日起きれないと困るので

ﾁｮｺﾗBBなんぞ飲んでみました。
元々腰は悪くてひどい時は足があがらなくなったりして。

１度渋谷で動けなくなったことあるし。（苦笑

今日も股関節がもっそい痛くて。

明日起きれるのかなぁ???

でね、今日は某ｵｰｸでｹﾞｯﾄしたたちょのｼｰﾙが

届いたので早速ﾊﾟｿに貼ってみましたー。

ﾊﾟｿ写ﾒっておいたので見てねー。

つーかつーかそんでさ。

忠義がもっそい男前で。（何を突然

何???
この男前な人は???



まひる的に世界一の男前だと思ってるんですけど

大倉忠義を!!!!
こんな男前に出会えたことが最高の幸せで。

まひるね、映画は見るんだけど

もっそいｶﾀｶﾅに弱いのね。（笑

だから映画のﾀｲﾄﾙとか俳優さんの名前とか

全然覚えられないｱﾝﾎﾟﾝﾀﾝなんだけど

その覚えられない名前の誰よりも男前なんですけど!!!!!

大倉忠義、最高〜!!!!
大倉忠義、万歳!!!!
あー。こうゆう時は

大倉忠義、ﾏﾝｾｰでしたね。（笑

ﾎﾝｯﾄに最高。

大好き。

とか言ってるうちにもうすぐ２５日なわけですよ。

久々の生忠義ですよ。

生ただ。（笑
ｺﾝﾀｸﾄがなくて裸眼で見ないとならないのが

つらいんだけど

とりあえず生ただが拝めるらしい。

１０月末以来だから約３ヶ月ぶり。

自分の中ではもっそい頑張った方だと思う。

ﾎﾝﾄなら１２月末に会えてるはずだし。

ま、いっかー。

４月にも会えるし。

生ただ。（笑
あ。しつこい???
なんか生ただという言葉を気に入ってしまったらしい。

生倉???（笑
生倉だとなんかなまけてる人みたいだから

生ただでいいや。



じゃ、今日はﾈﾀなしなのでこの辺で。

おつー。（涙

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽはｺﾞﾒﾝﾅｻｲ。

明日にします。

ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。
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2006.01.22 Sun ノーーン!!!!

モデムが調子悪くてネットに接続出来ません。(涙
火曜日に修理にきてくれるので

それまでおつー。

コメント溜まってるのにごめんなさい!!!!
また直ったら更新させます。



2006.01.23 Mon 過去に愛した人。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか今日はなんとかﾈｯﾄ接続出来ました。

NTTさんが言うには距離の問題じゃないかって
ことらしいんですけど。

だからやっかし光にした方がいいらしいです。

明日、NTTさんで見てもらって
どこも悪くなければそのまま２６日まで

使って２６日に光の工事に入ります。

今日使ってる分には至って普通なんですけどねー。

やっかし距離かなぁ。

つーかそれで昨日、ﾌﾙﾊﾞの最新巻を買ってきたんです。

切なすぎて苦しかったよ。

なんか各自の恋心がすっごい切ない。

あーやの高校時代はﾎﾝﾄ最低ですけどね。

で、すっごい気になるのが

透がなぜに夾なんだろうーと思う。

まひるは由希だと思ってたんだけどなー。

でもそれじゃ普通過ぎる???（笑
あー。でも久々に漫画で泣いたね。

ﾌﾙﾊﾞ、最高です。

なんか毎回毎回ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝして申し訳ないのですが

明後日、ﾄﾞﾘﾎﾞです。

ｼｮｯﾌﾟにも行くし、東京の友達ともご飯食べる約束してるので

めっさ朝早いんですけど!!!!（笑
何???
朝６時起きぐらいの勢いなんですけど。

起きれるのかもっそい不安で。

不安って言えばたぶん空（＠章大）の方が不安だと



思うんですけど。（笑

空はどっちかと言えばお寝坊さんなんですよ。

まひるはたぶん待ち合わせで遅れたことって

２回ぐらいしかないんですよ。

ﾎﾝﾄ時間には割と正確で。（笑

こんなにうっかりぽっかりしてるくせに。（笑

案外しっかりしてる（？）まひるなのです。

あ。でもね。もっそい方向音痴なのです。

温泉とか行くじゃない???
で、お風呂入ったら迷い、ﾄｲﾚ行ったら迷い。

道も全く持って覚えられません。

空がいなけりゃ、大阪の街も歩けない相当な人です。

忠義とか手ぶらで渋谷の街を闊歩してたって

話聞いたことあるんですけど

忠義は渋谷とか普通に歩けるんですねー。

関西人なのに。（笑

ｽｯｹﾞ!!!!
章大とかもｾﾝﾀｰ街歩いてたって話聞いたこと

ありますねー。

みんな関西人なのにｽｺﾞｲなぁー。

ヨコとか無理そう。（笑

でも亮ちゃん並みに東京来てるのって

ヒナヨコだと思うし。

案外ｲｹちゃう???

つーか女性自身だっけ???
忠義が載ってるやつ。

あれってもう売ってないの???
今日、ｺﾝﾋﾞﾆで買おうと思ったらなかったから。

明日、ﾁｭﾀﾔに行ってみるぅ〜。

あ。つーかまだｦﾀ誌買ってないんだけど

写ﾒ見たのね。

ﾎﾟﾎﾟﾛのやつﾔｯﾊﾞｲ!!!!!
ｷｭﾝどころじゃないよ。

心臓ﾊﾞｸﾊﾞｸ。（笑



あー。今の髪型もっそい好きだ。

ﾗﾌﾞﾘｰ。ﾀﾁｭﾖｼ。

いや、ｾｸｼｰ大倉で!!!!

空が交換日記でもっそい難題を出してきまして。

もっそい悩んだけど

結局忠義を選んでしまうｵﾎﾟﾝﾁなまひるなのでした。

悩んだわりには即答してましたけど。（笑

いや、あれは文章にならないとこで

もっそい考えたんだって。

で、あの答えだから。

元々担はね、辞めちゃった人だから

やっかし悔いが残ってる部分がすっごいあって。

だから忠義と比べられるともっそい悩むんだけど。

今でも会えるのなら会いたいって思うし。

二股とかでは全然なくて。

もう1度だけあってちゃんとｻﾖﾅﾗがしたいだけなのです。
そうゆうのってありませんか???
考えると今でも切なくなる恋。

吹っ切らないとね。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

しょーこさん（＠忠義）

ななさん（＠忠義）

ゆみさん（＠博貴・忠義）

百合華さん（忠義）
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彪（＠忠義・慶一郎） しょーこさん（＠忠義）
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

毎日見てくださってたんですか???
ありがとうございます!!!!
ﾎﾝﾄくだらないｻｲﾄでｺﾞﾒﾝなさいです。（苦笑

夏以来ですかー???
じゃ、ﾎﾝﾄ生ただに会いたいのんﾋﾟｰｸですよね。

早く生ただに会えるといいですね。

演舞城とかも行かれないんですか???
あ。ﾌﾞﾛｸﾞ、ﾘﾇが終わったら教えてくださいね。

ぜひ遊びに行かせてもらいます。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

ななさん（＠忠義）

全然ﾘﾗｯｸｽしていただいて結構ですよ。

ﾎﾝﾄに。

ななさんは最近大倉担になられたのですねー。

なんか嬉しいです。

１人でも多くの方に忠義が認められるのは

嬉しいことです。

生ただ、早く次、拝めるといいですね。

ﾄﾞﾘﾎﾞﾊﾟﾝﾌは帝劇でしか売ってないんですよー。

ゆみさん（＠博貴・忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

いやいや、ﾎﾝﾄしょーもないﾌﾞﾛｸﾞ書きですよ。（笑

良かったらゆみさんのﾌﾞﾛｸﾞも教えてください。

ぜひ遊びに行かせていただきます。

これからもぜひぜひﾖﾛｼｸお願いします。

百合華さん（＠忠義）

初めまして。



ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

前々から見てくださってたんですね。

ありがとうございます。

全然ｽﾙｰでもOKですけどやっかしｺﾒﾝﾄ残して
いただけると嬉しいですね。

これからもぜひぜひﾖﾛｼｸお願いします。

彪（＠忠義・慶一郎）

ﾘﾝｸ変更了解です。

これからも仲良くしてください。

また遊びに行きますねー。



2006.01.24 Tue 恋しくて愛しくて。

こんつわー。

大倉担まひるですけどもー。

NTTさんに原因不明って言われましたー。
だからあと２日我慢して光にしてください。

だってー。

ラジャ!!!!
とりあえず今も使えるし、

あと２日の我慢ざんす。

つーかもっそい眠いんですけど。

昨日、２時に寝て７時には起きてたから。

５時間ぐらいしか寝てないし。

とか言うと贅沢ーって声があがりそうなので

この辺で辞めておきます。

でもね、１０時間ぐらい寝ないと

まひるさんﾌﾙ稼動しないんですわ。

今日なんて目がｼﾊﾞｼﾊﾞするし。

さっきお昼ね???いや、２度寝体制とろうと
したんだけどNTTさんが来て野望が崩れた。
でも今、絶対寝ると夜眠れなくて

明日の朝起きれないから我慢してるの。

あ。で、さっき見たら

友達からﾛﾝﾘｰﾏｲﾙｰﾑのDVD録画してもらったやつ
届いてたから今日はそれ見る。

いや、ﾘｱで見てるけどもう１度なつが見たいんだって!!!!
空（＠章大）にも貸してあげないとなぁー。

空はたぶん見てないと思うし。

とりあえず２月に入ったら温泉含め、ご飯食べて

ｦﾀ会議開かないと。

ｦﾀ会議ってゆーかｦﾀ品評会???



いろいろお互い渡すものあるし。

つーかそれで結局お昼ねをしてしまった

ﾀﾞﾒ人間の福原まひるです。

眠さには勝てなかったよ。（涙

所詮そんな女なのさ。（ｱﾊﾊﾝ

そういや、今日、滝沢演舞城の３月分のﾌﾟﾚｲｶﾞｲﾄﾞ発売日。

まひるは一般で４月分を申し込んであるので

電話してないんだけどね。

ﾁｰﾑﾁﾝﾋﾟﾗｰｽﾞの相方、佳奈（＠忠義）が３月のﾁｹｯﾄﾀﾞﾌﾞって

取れてしまったらしくﾒｰｳが来ました。

でも無事に佳奈もﾁｹｯﾄ取れて良かったです。

さすがに２ヶ月公演ともなると若干余裕もあるのね。

滝様でも。

あー。滝様と言えばこの間のMｽﾃｶｯｺﾖｶｯﾀー!!!!!
最近はあんな技術も出来るんだねー。

そんなことにやけに感心してしまいました。

なんかよく昔のVTR流す時にやるんだけど
SMAPの香取くんが１人香港だったかどこだかで
１人踊ってそれを残りのﾒﾝﾊﾞｰと合成するってやつ

あったでしょ???
あれと比べたらはるかに時代を感じるよ。

そんなこんな言ってる間にまひるはお風呂に入ってきて

今、ﾊﾟｯｸ中です。（笑

きっと空も今夜はﾊﾟｯｸをすることでしょう。

これが終わったらﾈｲﾙに入ります。

この間買ったﾋﾟﾝｸのやつもいいんだけど

たぶんｵﾚﾝｼﾞか赤のどっちかだと思う。

あー!!!!いつもと代わり映えのしないｵｲﾗ。（涙
ﾏﾆｷｭｱはすっごい持ってるんだよ。

たぶん５０本ぐらいは持ってるんだけど

使ってるのなんてｼｬﾈﾙの赤か



SUSIE　NY、ﾋﾟｴﾇ、ﾐｽｴﾚｶﾞﾝｽのｵﾚﾝｼﾞの４つしか
使ってないし。

しかも最近ﾏﾆｷｭｱ塗ってないし。（死

お出かけまんしてないしなー。（涙

ﾎﾝﾄ、まひる、ﾋｯｷｰだからねー。

家で本読みながらｺﾞﾛﾝﾁｮしてるのが好きだから。

もしくは一人DJ。（笑
空なんてご趣味にﾄﾞﾗｲﾌﾞとか書いてますけど

まひるたん、車の免許持ってませんから!!!!!
でも絶対車の免許持ってても

自分で運転するの嫌いなﾀｲﾌﾟだと思うわー。

常に空の助手席。（笑

なんか今更免許を取りに行く気にもなれずー。

でもいつかは取らないとならないよね。

特に山梨に住んでたら。

ﾎﾝﾄは大阪に嫁に行きたいんですけどもー。

嫁に行かせてくれー!!!!!
あ。ﾊﾟｯｸ終了したので

とりあえず美容保湿ｸﾘｰﾑでｹｱして

ﾊﾞｯﾁﾘ!!!!
ﾍﾞﾋﾞｰﾘﾋﾟｯﾄﾞだっけ???
なんかそんな名前のやつ。

そのｸﾘｰﾑがﾎﾝﾄにいいんだわ。

お肌ﾌﾟﾙｯﾌﾟﾙになります。

ﾊﾟｯｸしてこれ塗れば結構いい感じになります。

あ。そういや、滝沢演舞城、

ヒナじゃなくてヨコになりました。

ちょっと焦りました。

これでたつよし出ないとか言ったら後ろにぶっ倒れるとこ

ですよ。

そんなわけでヒナちゃんは残念だと思うけど

ヨコ、おめでとう!!!!
ちなみにヒナちゃんのｽｹｼﾞｭｰﾙの都合らしいです。

なんじゃそりゃ。

最初からｽｹｼﾞｭｰﾙぐらいあわせとけって話ですよ。



もっそいｱﾊﾞｳﾄな事務所だなぁーと

常々思うわけですよ。

しかも今日は３月分のﾁｹ、ﾌﾟﾚｲｶﾞｲﾄﾞ発売日じゃないですか。

何が起こるかわからない怖い事務所です。

ヨコが舞って歌って踊れるのかは定かでは

ありません。（笑

そんなヨコが見れるのかと思うと

ちょっと面白くてしょうがないんですけど。

ぜひ華麗に舞ってください。（笑

またヨコと２ヶ月も食生活が一緒かと思うと

たつよしが横に発育してしまう可能性大なんですけども。

横山さん、あんまりたつよしに食べさせないでね。

それだけです。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

いのりさん（＠忠義）

くーさん（＠忠義） いのりさん（＠忠義）
生ただ、初ですか???
いやー。たまんないっすよ。（変態

もっそい顔小さくて男前です。

しかも間があくとﾓﾃﾞﾙ立ちをしてるので

もっそいｽﾃﾁです。（笑

そんな生ただを拝んできてください。

ってまだ日があるんですが。

でもヒナちゃんが出られなくなって

残念ですぅー。

何気にﾋﾅﾃｨﾌﾞ好きなんで。

いや、ヨコも好きだけど。
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基本的にエイトは全員好きなんで

全然ヨコでもOKだけど
ｽｹｼﾞｭｰﾙぐらいｷｬｽﾃｨﾝｸﾞする時に抑えておけって話ですよ。

さすがｼﾞｬﾆｰｽﾞ事務所。

無敵ですから!!!!!（笑

くーさん（＠忠義）

くーさん、春に結婚されるんですか???
おめでとうございますぅー。

結婚されてもぜひぜひ大倉忠義とエイトの応援欠かさず

続けてください。

忠義の文章からにじみ出る感じ、もっそい男前ですよね。

忠義の文章読んでるとﾎﾝﾄ大倉担で良かったって

思う瞬間ですね。

これからももっともっと男前になって欲しいなって

思います。



2006.01.26 Thu ヒナちゃん、２４歳おめでとう!!!!!

HAPPY BIRTHDAY!!!!
SHINGO MURAKAMI
24YEARS OLD!!!!

ヒナちゃん、２４歳の誕生日おめでとう!!!!
ヒナちゃんのﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ精神といろいろ深くまで考えてるとこ

尊敬しています。

これからもエイトのｵｶﾝ的存在でいてください。

一時期思い悩んだ時期もあったでしょう。

それでも持ち前の明るさと仲間との熱い絆で

乗り越えてきましたよね。

頑張ってればいいことがある。

頑張ってればいつか身になる。

そんなことをヒナちゃんは教えてくれた人だと

思います。

これからもずっとずっと応援しています。

大好きだよ。

とりあえず今回はこれだけ。

また昼間にでも書こうと思います。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。
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2006.01.26 Thu ﾄﾞﾘﾎﾞ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目。

大倉担まひるですけどもー。

今日、NTTさん来たんだけど
もっそい失礼な感じの人達で。

全然工事説明とかしてくれなくて

「会社の方に入れなかったんで

工事は後日ってことで。」って言われて

さっぱり何がなんだかわからず。

それでさっきｵｶﾝに聞いたところ

会社の天井にもぐって工事をしなければならないとのこと。

そりゃ、いきなり言われて会社営業してるのに

無理だっつーの!!!!
しかも家の敷地内に断りもせず入ってきてさ。

ﾎﾝﾄもっそい失礼だよ。

そんなわけで相変わらずADSLでございます。
ま、ヒナちゃんの誕生日にﾈｯﾄ接続出来てよかったけど。

あ。それで昨日、ﾄﾞﾘﾎﾞ観てきたよー。

忠義がﾊﾟﾝﾌでも言ってたけど

最初の方にﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑを披露するとこが

あるんだけど

そこ注目!!!!!
忠義、またすっごいﾄﾞﾗﾑうまくなってるから!!!!!
明らかに前夜祭の時と比べて

刻み方がもっそい速くなってて

限りなく連打。

１秒に２回〜３回ぐらいは打ってるぐらいの速さ。

あー。やっかしすごいなぁーって思った。

また忠義の成長が見れて嬉しかった。

残念だったのは裸眼だったので

双眼鏡で見ても表情とかが



あんまりわからなかったこと。

でも確かに髪はかなり伸びていた。

かなりﾓｻってた。（笑

でもまひるの好きな髪形だったから嬉しかった。

なぜか片方耳にかけてたけど。（笑

でね、またﾄﾞﾗﾑの話なんだけど

前よりも全身でﾘｽﾞﾑ取るようになってて

すっごいﾉﾘﾉﾘだった。

髪振り乱して叩く姿がもっそい男前だった。（笑

あとね、まひるの隣に５０過ぎのｵﾊﾞｻﾝ２人組がいたのね。

別に５０過ぎてｼﾞｬﾆ好きとか

人の趣味だからかまわないと思うけど

ずっとしゃべりっぱなしでうるさいの。

全然舞台に集中出来なかったよ。

「すばるくん???すばるくん???」とか
「赤西くん???今の赤西くん???」とか
ずっと言ってるから!!!!
ちなみに出てきた名前は

すばる、仁、亀、ヨコ、ヒナ、章大、かな。

なんかたぶんエイト担。

「好きやねん、大阪。」の時ﾉﾘﾉﾘだったから。

あー。注意すればよかった。

なんかさすがに自分の親とあんまり年変わらない人に

注意はしづらかったよ。

いや、たぶん自分の親より年上だったな。

でね、「好きやねん、大阪」の時に

章大がめっちゃヒナにいじられてて

エイトくんを出した途端に

章大のエイトくんがヒナに捕まれてしまって

ヒナが全然離さないでちょっと困りながら

歌ってた章大が可愛かった。

でもね、ぶっちゃけｻｰｶｽのくだり長すぎ。

ｼｮｰ的なものを魅せたかったんだと思うんだけど

あれは別に本編とはそんなに関係ないじゃん。

なのに長すぎ。

確かに亀ちゃん、A.B.C.やみんな頑張ってると
思うんだけど



あれ何度か観てるから感動も薄かった。

でもゆっちと聖のﾋﾟｴﾛは長かったけど

ちょっとしゃべり方が面白くて好きだった。

あのｷｬﾗは最高だよ。

ｾﾘﾌ的には前回に比べて

忠義、ちょっと減っててちょっと寂しかった。

あとね、前回もあったんだけど

「絆」の時に途中から歌詞が英語になるとこあって

そこのﾀﾞﾝｽがもっそい好きで。（笑

忠義の綺麗なﾀﾞﾝｽがもっそい映えるんだよね。

あとｹﾝｶのｼｰﾝで忠義の蹴りがｽｺﾞｲｶｯｺｲｲんだよね。

内容は前回と一緒で

亮ちゃんと仁ちゃんが亀ちゃんの幼馴染ってゆーのが

ちょっと違うとこ。

あんまﾚﾎﾟらしいﾚﾎﾟは苦手なので

書きませんがとにかく

忠義のﾄﾞﾗﾑﾃｸが最高でした!!!!
まひるもﾄﾞﾗﾏｰなのでやっかし忠義のﾄﾞﾗﾑは

すごく気になるし。

忠義の叩くﾄﾞﾗﾑの音が好きだし。

あ。そう、それでね、ｼｮｯﾌﾟにも買い物に行ったのね。

ｶｳｺﾝうちわと写真とｸﾞｯｽﾞをちょろっと買ったんですよー。

そしたら９７００円。（ﾁｰﾝ

初めてｼｮｯﾌﾟでそんな金額使いました。

で、帰ってきてﾚｼｰﾄみたら

「ﾔｽﾀﾞB　¥６００」ってゆーのがあって。
それは何???
章大のｸﾞｯｽﾞなんて買ってないし、

しかも¥６００の金額が何のｸﾞｯｽﾞに値するかも

わからず。

でも写真の枚数はあってたの。

よくわかんね。

あとﾄﾞﾘﾎﾞｸﾞｯｽﾞの写真で忠義が舌ちょろっと出してるやつ



あってそれがｽｯｺﾞｲ可愛くて。

萌え度ｱｯﾌﾟ!!!!

そんな感じで今日はこれにて。

明日、∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽやります。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽはお休みします。

ｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.01.27 Fri 君にめぐりあいたいよ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

仕事終わって即効帰ってきたよ〜。

なんにせよ、昨日、∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽしてないから
気持ち悪くて。（笑

それで即効帰ってきました。

昨日もﾚｺﾒﾝ聴いてたから寝るの遅かったし、

今日は早くﾌﾞﾛｸﾞ更新して早く寝たいんです。

そんなわけで１日遅れの勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ!!!!

渋谷すばる様

なんかいつも「ﾀｴｺ」「ﾀｴｺ」って言ってるけど

ﾎﾝﾄすばるはﾀｴｺさんが大好きなんだね。

それでいてきっとﾀｴｺさんもすばるのこと溺愛してるんだろうね。

なんかその親子関係がすっごい羨ましくもあります。

きっとﾀｴｺさんも涙ながらに読んだことかと

思います。

すっごいほっこりした瞬間でした。

これからも家族や仲間、支えてくれる周りの方を

大切に頑張ってください。

内博貴様

１週間と１日ぶり。（笑

ﾋﾟﾛｷは今ｼｰｽﾞﾝ風邪ひいた???
風邪はしんどいよね???
まひるもまひるにしては珍しく１２月に風邪ひきました。

いつも年明けなんだけどね。（笑

ﾋﾟﾛｷの生の声が聞きたい。

動く生のﾋﾟﾛｷが見たい。



他ﾒﾝの活躍を見るとじれったいかもしれないけど

でも負けないで欲しい。

姿は見えなくとも応援し続けてるから。

ﾃﾚくさそうに笑ってるあなたに会いたい。

錦戸亮様

昨日、∞ﾚﾝｼﾞｬｰの亮ちゃんのとこ読んだ時、
最初状況が把握できなくて。（笑

しばらく文章眺めて

「あー。亮ちゃんが原稿あげてないんだ」って

わかったぐらいで。（笑

で、今見たらちゃんとｱｯﾌﾟされてたから

ほっとした。

確かに亮ちゃんはあんまりﾘﾊに参加出来なかったわりに

ｾﾘﾌも多く、大変だと思った。

この後はSHOCK出演も決まってるし、
きっとﾘﾊしながらﾄﾞﾘﾎﾞ公演中なんだと思う。

無理せず亮ちゃんらしく出来たらいいんじゃないかなぁーって

思う。

丸山隆平様

丸ちゃん、お元気???
って２日前に見たばっかしだけど。（笑

丸ちゃん、忠義に絡みすぎ。（笑

先週の言葉撤回で。（笑

ｳｿｳｿ。

これからも忠義のことﾖﾛｼｸお願いします。

でも疲れてる時はそっとしておいてあげてね。

丸ちゃんに疲れてるとか限界とかって言う

言葉はないのですか???

安田章大様

章大もおじさんになったのねーん。

きっとｵｼﾞﾊﾞｶになると思うよ。



まひるもｵﾊﾞﾊﾞｶだから。（笑

なんかすでにｵｼﾞﾊﾞｶの傾向が見え隠れしてるもん。（笑

でもﾎﾝﾄお姉ちゃんが無事に出産を迎えることが

出来てよかったよね。

命とは神聖なるものであって

汚してはならないものだと思う。

大倉忠義様

忠義くん、全然ﾛﾝ毛じゃなかったんですけど!!!!!（笑
いや、いや、以前のヒナちゃんぐらいになったら

ﾛﾝ毛だけど忠義のはまだ普通だって!!!!
でも頭、めっちゃﾎﾞｻってたけど。（笑

ｽﾄﾊﾟｰかけるなら矯正縮毛にすればよかったのに。

そしたら全然ﾎﾞｻらずに軽くﾛﾝ毛までいけますよ。

あー。目指すとこはﾛﾝ毛じゃないのね。（笑

たぶんﾄﾞﾘﾎﾞ終わって一旦大阪に帰って

美容院に行ってしばらくしてまた東京に来ると

思ってるんですけど。

だから次会う時は忠義のＮＥＷﾍｱｰだと思う。

楽しみだなぁー。

なんかまた短く切りそうだし。

あ。そういや、最近仁ちゃんと仲良しなんだってね。

潤されちゃってます???（笑
無駄に潤さなくていいんですけど!!!!!
忠義と仁ちゃんって意外な組み合わせなんですけども。

あー。でもﾊﾟﾝﾌでﾗｲﾊﾞﾙのとこに

淳之の名前あげてた時はちょっと後ろに

倒れそうになりましたけど。（笑

丸も淳之の名前あげてたよね???
怒るという感情が全然ｼｬｯﾄｱｳﾄされてなかったんですけど。（笑

丸に怒ってるし。（笑

忠義の軽いｼﾞｮｰｸ???
あ。でも怒るってことはﾎﾝﾄﾊﾟﾜｰを使うから

疲れると思うんだよね。

そんなﾄﾞﾘﾎﾞも明後日で終わり。

最後まで怪我なく病気なく過ごせますように。



村上信五様

２４歳おめでとう!!!!
たくさんの人に祝ってもらえるのは

ﾎﾝﾄに嬉しいことだよね。

昨日、ﾚｺﾒﾝで言ってたけど

円形脱毛症になったりもしたんだね。

でもﾎﾝﾄヨコの言うとおり

ちょっとぐらい気を緩めてもいいと思うよ。

ｽﾄﾚｽを抱えていてそれが自覚症状がないってのは

すごい怖いことだから。

だから無理せず自分の出来る範囲内で

頑張って欲しいと思う。

誕生日おめでとう。

横山裕様

雛上のｻﾌﾟﾗｲｽﾞﾊﾞｰｽﾃﾞｰ会は成功したのかな???
ｻﾌﾟﾗｲｽﾞってとこがにくいですなぁー。（笑

ﾎﾝﾄにエイトは仲良しだよね。

エイトの天然ｵﾄﾝの横山裕と

エイトの突っ込みｵｶﾝの村上信五と

これからも走り続けてください。

そして子供達をﾖﾛｼｸお願いします。

手のかかる子ばかりかもしれませんが

きっと１番手のかかるのは

あなただと思います。（笑

ちなみに髪伸ばすんですか???
長めで襟足金ﾊﾟだったのも好きなんですが

実はひっそりこっそりｺﾎﾞちゃんのような

あなたの髪型が好きです。

つーか滝沢演舞城、一般で申し込んだのに

情報局からﾊｶﾞｷ来て

えぇ????って感じなんですけど。



一般より絶対情報局の方が席良いでしょ???
何言っちゃってるんですか???
寝言ですか???

はぁ???
もう別にいいです。

一般で頑張ります。

とりあえず来月乱視用ｺﾝﾀｸﾄ買ってきます。

３月にはﾅｲｽな眼鏡も作りたい。

そ、そ。

それでﾄﾞﾘﾎﾞの帰りに空（＠章大）の車の中で

ＷａＴの「５ｾﾝﾁ。」を聴いてたんだけど

もっそい切なくなりました。

気持ちが１ﾐﾘも離れてないよとか５ｾﾝﾁも離れたくないとか。

何言っちゃってるんですか???
あーた。
もう山梨に帰ってきた時点で

忠義とは１３０ｷﾛぐらい離れてるんですけども。（笑

しかも５ｾﾝﾁ以内に近づいたことなどございません。

あえて言うならば握手会で

手が触れたぐらい???（笑
そんなことを延々と空と語りました。

あー。でも「５ｾﾝﾁ。」はもっそい良い曲ですぅー。

しかも忠義が大阪に帰ったら何百ｷﾛって離れてしまうんですけど。

遠距離の度を越えてる!!!!
それでも勝手に遠恋だと思ってるんですけども。

いいよなぁー。

まひるさんは。

あたまがﾊﾟｰﾌﾟﾘﾝで。（笑

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

ゆりあさん（＠忠義）

ゆみさん

ゆりあさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ぜひﾌﾞﾛｸﾞの方も遊びに行かせていただきますねー。

ヒナちゃんも無事に２４歳が迎えられて

良かったですよね。

今回のｻﾌﾟﾗｲｽﾞ誕生日会はどうだったか

気になりますよね。

∞ﾚﾝｼﾞｬｰでぜひぜひ書いて欲しいものです。

ゆみさん

ﾌﾞﾛｸﾞの方お邪魔させていただきますね。

っていうかたぶん１度か２度お邪魔させて

いただいてるんですが。（笑

これからも仲良くしてくださいね。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.01.28 Sat もげら。（意味不

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーかさっきｺﾝﾋﾞﾆで本を立ち読みしてきたんだけど

おっしーが１億円でﾎｽﾄｽｶｳﾄされてるって。（笑

いや、それは城崎仁さんとかぶってるからでしょ???（笑
顔とか同じﾀｲﾌﾟじゃん。

そんなとこで金額が出るとは思わなかったよー。（笑

でもおっしーは音楽を優先させたいだろうから

引き受けることはあり得ない話なんですけどね。

最近、おっしーもよくいろんなことで

女性誌に載るようになったよなぁー。（苦笑

最近おっしーにﾂﾎﾞらなくなった福原まひるです。（苦笑

でもって今日、仕事から帰ってきてから

携帯見たらﾒｯｾｰｼﾞが入ってて。

ｵｶﾝからだったんですけど。

「出かけるので自分のご飯買ってきてください。」

ってあーた!!!!!
職場に電話してｹﾛ。

携帯なんて帰ってくるまで見ないんだから!!!!
わざわざ出かける気にもならなかったので

お茶漬け食べて終了しました。

ま、確かに電話のﾀｲﾐﾝｸﾞで電話に出られない時も

あるんだけどさ。

前にそのﾀｲﾐﾝｸﾞでかけてきて

取り次いでもらえなかったから

それから職場に電話かけてこなくなったんだけど

ｵｶﾝはね、かけていいってなると

ｳｻﾞｲぐらいかけてくるから

だから取り次いでもらえなくなるんだって!!!!!
前ﾊﾞｲﾄしてたとこなんて家から電話あるの

まひるぐらいで。



しかも棚卸ししてるような忙しい時に

電話かけてくるから

すっごい職場の人に迷惑かかって

それはちょっとｲﾔだったんだけど。

忠義のﾏﾏﾝはどんな人なんだろう。

忠義からｵﾄﾝの話は聞いたことあるけど

ﾏﾏﾝの話聞いたことない気がするー。

ちょっとﾏﾏﾝのことが気になる今日この頃。

忠義ﾏﾏﾝの名前も知らないし。

ｵﾄﾝと弟２人の名前は知ってるけど。

忠義ﾏﾏﾝ、ぜひぜひﾖﾛｼｸお願いします。（何をだ

あ。そだ。

今日、職場で「福原さんのｽﾄﾗｯﾌﾟ趣味悪いよね。」

って言われて衝撃的だったまひるでございます。

何が趣味悪いって

黄緑色のﾋﾟﾝｸﾊﾟﾝｻｰらしいです。

いやね、まひるも最初見た時

ちょっと不気味って思ったけど

今となっちゃはずせないｱｲﾃﾑなんだって!!!!!
一応ｺﾑｻなんだけどね。（笑

あー。でも「好きやねん」ｽﾄﾗｯﾌﾟは

見られてないらしい。

ｾｰﾌ!!!!
あっちの方が怪しいよ。

絶対外国人旅行者しか買わないような

ｽﾄﾗｯﾌﾟだもん。

あ。そだ。昨日、中日ｽﾎﾟｰﾂ届いてた。

１９日発売のやつね。

「ｲｹﾄﾞﾙJ」に忠義が載ってるやつ。
知ったのがなぜか２０日で

買えなかったからﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ取り寄せたんだって。

で、思ったんですが

その記事は成人式の時の写真が使われてるんだけど



成人式の時より髪、ちょっと短くなったのか

ﾎﾞﾝﾊﾞってるのかわからないけど

あの写真より髪にﾎﾞﾘｭｰﾑが出てます。

ｽﾄﾊﾟｰが落ちたのかな???
そんな感じ。

でも成人式の時の忠義、かんなり萌えってなる。

しかもｲｹﾄﾞﾙJのやつちょっと凛々しくて
好き。

ちょっと???いや、かんなり。（笑
眉間にしわよってるし。（笑

あー。もう成人式の話はしない。

切なくなるから。

別に自分が行けなかったのが切ないとかじゃなくて

忠義の扱いね。

それが切なくさせるのです。（涙

そ、そ。

うちからﾊﾞｲｸで１５分ぐらいのとこにある

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙのパンやさんがもっそい美味しくて。

すっごい焼きたてのﾊﾟﾝとかが豊富で。

あー。来週、病院の帰りに買ってこよ。

家から１番近かったﾊﾟﾝやさんがつぶれてしまったので

ﾊﾟﾝ大好きっこのくせに

あんまりﾊﾟﾝ食べてなくて悲しかったんだけど

最近そこのﾊﾟﾝや発見してから

結構よく行く。

あー。ﾊﾟﾝやさんで働きたい。

そしたら好きなﾊﾟﾝたくさん食べれるもん。

でも時々ご飯も恋しくなるんだよねー。

白いご飯。

あんまりﾁｬｰﾊﾝとか雑炊とかﾘｿﾞｯﾄとか好きじゃなくて

白いご飯が好き。

あー。でもｶﾞｰﾘｯｸﾗｲｽは好きかも。

亮ちゃんの作ったｶﾞｰﾘｯｸﾗｲｽが食べたい。



ﾀﾞﾒだ!!!!
喰いﾀﾝなんて見たから食べ物のことしか

浮かんでこない。

ちなみにﾋｰ様が目当てじゃないですよ。（笑

剛つんだよ。

ま、空（＠章大）はﾋｰ様が目当てかも

しれないですけど。（ｳｿです

なんかさ、ｶｳｺﾝって毎年、結構ﾋｰ様がｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟされるじゃない???
でも今回のやつはﾏｯﾁさんが出たから

ﾏｯﾁさん、ﾒｲﾝだったよね。（笑

そういえば。（笑

ﾏｯﾁさんが意外にもかっこよくてびっくししたけど。

意外とって!!!!（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

しょーこさん（＠忠義）

いのりさん（＠忠義・隆平）

陸（＠忠義） しょーこさん（＠忠義）
風邪大丈夫ですか???
無理しないように十分に治してくださいね。

まひるも年末、風邪にやられました。

しかも３週間ぐらい鼻声で。

最悪でした。

いのりさん（＠忠義・隆平）

まひるは相方が１７日にもﾄﾞﾘﾎﾞに行ったので

その時にｸﾞｯｽﾞ発売してる分は買ってきて

もらえたんで２５日は新しく発売になった

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


写真３弾だけだったので無事に買えました。

ちなみにまひるのｼｮｯﾌﾟのﾚｼｰﾄには

ｵｵｸﾗﾀﾀﾞﾖｼとJrｺﾝｺﾞｳと間違って入れられた
ﾔｽﾀﾞB¥６００がありましたけど。（笑
ｼｮｯﾌﾟの写真は買ってると全部欲しくなるので

最近ずっと買わないようにしてたんですけど

やっかし見たら欲しくなってしまって

結局買ってしまいましたよ。（苦笑

ﾎﾝﾄはｶｳｺﾝのうちわだけの予定だったんですけどねー。（笑

やっすんのﾄﾞﾘﾎﾞﾎﾟｽﾀｰまひるは見てないんですけど

すっごい男前らしいですね。

相方、空が鼻息荒くしてましたもん。（笑

陸（＠忠義）

忠義のﾄﾞﾗﾑﾃｸまたあがってたよ。

ﾏｼﾞでｽｺﾞｲって思った。

やっかし忠義の中でﾌﾞﾗｽﾄの石川直さんに教えて

いただいたのが１番大きかったんじゃないかなぁーって

思うよ。

今やってるﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑは石川直さん直伝だからね。

石川直さんのやってるとこもTVで見たことあるけど
やっかしすごかったよ。

ﾌﾞﾗｽﾄは１度は絶対公演観てみたいと思ってる。

まひるも某ﾐｭｰｼﾞｼｬﾝの方とお友達なので

ﾄﾞﾗﾑ教わったりしてたんだけど

また最近も教わりたいなぁーって思ってて。

やっぱ自分の尊敬できる人に教わるのが１番だよね。

陸もﾄﾞﾗﾑ頑張って!!!!
まひるが陸に教えられることなんて何もないと思うし。

でも忠義にﾃｸが追いつかないとしても

同じ楽器をやってるっていう

それだけで少しは忠義の気持ちも理解できたらいいなって

思うし。

だからお互い頑張ろうね。



2006.01.29 Sun ﾄﾞﾘﾎﾞ、千秋楽おめでとう!!!!!

ﾄﾞﾘﾎﾞ千秋楽おめでとう!!!!!

エイト、KAT-TUNを始めとした出演者の方、ｽﾀｯﾌの方々、
約１ヶ月間、お疲れ様でした。

みんなの成長が観れたこともすごく嬉しかったし、

楽しませてもらったよ。

ﾎﾝﾄにありがとう。

これを次の仕事のｽﾃｯﾌﾟとしてこれからも

走り続けてください。

亮ちゃんはSHOCK、忠義とヨコは滝沢演舞城と
舞台の仕事が続くけどきっと今回の仕事も

糧となってるはずだから

新しい気持ちでﾁｬﾚﾝｼﾞしてください。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに千秋楽無事迎えられたこと

お祝い申し上げます。

おめでとう!!!!

通常ﾓｰﾄﾞでこんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、普通に朝、仕事に行ったら

「福原さんはﾐｰﾃｨﾝｸﾞだけやから１５時からやで。」って!!!!

ﾉｰｰｰｰｰｰﾝ!!!!
ｼﾌﾄ表はﾏﾒに見てくださいってことらしい。

つーか誰かお知らせしてくんろ。

で、すごすごと帰宅。

無駄に早起きしてもうた。（涙

１３時ぐらいまで眠れたのに。

で、はりきって１５時から出勤。



つーか行列のできる弁護士なんちゃらに

しずちゃんとﾏｯﾁさんがﾃﾞｰﾄしてるやつやってたんだけど

ﾏｯﾁさんがもっそいｶｯｺｲｲんですけど!!!!!
萌えっとなるぅー。

やっぱｼﾞｬﾆｰｽﾞ事務所ってｽｹﾞｪって思うわ。

あんな男前な先輩がいるってｽｹﾞｪ!!!!
なんかまひる、今年、何度ﾏｯﾁさんﾈﾀでﾄｰｸしてるんだろ。

もう今日ﾃﾞｰﾄｼｰﾝが見たくて

番組見たもん。（笑

忠義もあんな感じの大人になって欲しいなぁー。

ﾏｯﾁさん、ﾄﾞﾗﾏとか出て欲しいなぁー。

絶対見る!!!!!

あ。今日ね、やっと女性自身を立ち読みしたのね。

私服のやつ。

みんなもっそいｶｯｺﾖｶｯﾀ!!!!!
章大はﾋﾟﾝｸｼﾞｬｰｼﾞで登場して欲しかったんですけど。（笑

それはどこで買ったんですか???
むしろ売ってるんですか???
と聞きたくなるﾌｧｯｼｮﾝのやっすん。

で、たちょのとこ読んでｷｭﾝってなったけど

帰ってきたらもう忘れた。（笑

たちょ、ｺﾞﾒﾝ。

また明日ｷｭﾝってなりに行きます。

つーか買います。

あ。思い出した。

くせ毛の話してたんだわ。

その気持ちもっそいよくわかるよ。

まひるもくせ毛ちゃんだから。

今は縮毛矯正かかってるから

ｽﾄﾚｰﾄなんだけどね。

で、後２ヶ月ぐらいしたらｴｸｾﾃつけるの。

そだなぁ。滝沢演舞城の楽日までに。

なんか今、河童みたいな頭になってるの。（笑

黒髪でﾍﾟｯﾀﾝｺだから。

だからｴｸｽﾃつけてちょっとｲﾒｰｼﾞ変えようかなぁーって。



忠義が茶髪の方が好きと言うならば

茶髪に戻そうではないか!!!!
ｳｿﾖﾈ〜ﾝ。

ちなみに黒髪にして４ヶ月になるんだけど。

やっかしﾓｯｻﾘ重たいんだよねー。

つーか髪切ってﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄしてもらおうかなぁ。

切ってって毛先揃えて

すいてもらうぐらいだけど。

でもすく程毛がないってゆーね。（笑

まひるさん、禿げちゃうんじゃないか疑惑。（笑

あ。ﾄｯﾌﾟに段入れてもらうか。

で、盛ってしまおう。（ｳｿです

でもﾜｯｸｽつけて盛り盛りしてしまうのも

いいかも。

あー。美容院行きたい。

ﾍｱｶﾀﾛｸﾞとか見ちゃおうかなぁー。

あ。もっそい忠義好みの女子になりたいです。（切実

どんなんにときめいてしまうのかなぁ???
まひるは忠義なら何でもいいです。

短くても長くても好きです。

いや、むしろｽﾁです。
似合ってればなんでもいいです。

今日さ、晩御飯がｶﾚｰで。

凹んだ。

でも今日はまだ良かったの。

まひるの食べれるお子様ｶﾚｰだったから。

ﾎﾝﾄまひる、ｶﾚｰの辛いやつ食べれなくて。

しかも口の中すっごい残るから嫌いで。

口直しにｱﾝﾊﾟﾝ食べてやったよ。

で、ﾈﾀがないので

ｻﾗﾊﾞｲﾊﾞｲ。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.01.30 Mon 自担に甘甘。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

KAT-TUNﾃﾞﾋﾞｭｰ決定おめでとう!!!!

ﾃﾞﾋﾞｭｰ日の３月２２日は

ﾎﾝﾄのKAT-TUNの結成日だそうです。
PJに初めて出た日でもなくて
事務所に呼ばれて正式に言われたのが

５年前の３月２２日なのだそうです。

そんなわけでﾎﾝﾄのﾎﾝﾄの記念日なのです。

あ。明日、やっと給料日です。

とりあえず欲しい本があるのでそれを午前中に

買いに行って午後病院に行こうかなぁーって

思ってます。

そしたら夕方からはゆっくり出きるので

のんびり過ごしたい。

先週の休みは結構慌しかったからね。

あとCD何買おう。
欲しいやつめっちゃ溜まってるんだよねー。

あとDVD借りてきて今週は映画三昧にしよ。
まだﾊｳﾙ観てなかったし。

ﾊｳﾙでも借りて来ようかな。

あー。ﾔｯﾊﾞｲ。

過呼吸おこしそう。

今、とりあえず薬飲んでみたけど。

なんかさ、先週のﾚｺﾒﾝでヒナちゃんが

円形脱毛症になったって話してたじゃない???
まひるも実は前からすっごい気にしてて。

出来たことはないんだけど



出来そうってゆーか。

まひるはｽﾄﾚｽはｽﾄﾚｽって感じる方だから

ヒナちゃんみたいに知らぬ間にってことはないと

思うんだけど

でもｽﾄﾚｽがどこに出るかはわからないじゃない???
前見たく耳が聞こえなくなるとかもあるし、

１０円玉禿げが出きるかもしれないし。

ｽﾞのようで案外ﾅｲｰﾌﾞなんですって!!!!
友達でやっかし円形脱毛症になった人いるんだけど

ﾋﾟﾝで横の髪の毛持ってきてたって言ってた。

まひるの場合ﾎﾝﾄ人事ではないから怖いよ。

なんかもっとｽﾞで生きたいよ。（図々しいのｽﾞね

つーかさ、ﾊﾟｿの変換がｵﾊﾞｶｯﾁｮなので

一太郎を買おうかと思ったんだけど

２１０００円（定価）って聞いてﾁｰﾝって音が聞こえた。

１番最初に買ったﾊﾟｿが一太郎ﾓﾃﾞﾙでね。

Win９５だったんだけど。
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟなら安く買えるから

一太郎、２回ぐらいﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟしてるんだけど

今回も!!!!って思ったけど
XPだから無理で。
元々このﾊﾟｿはMEでさ。
XP推奨ﾓﾃﾞﾙだったのね。
だからMEの時にﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟすれば出来たと思うんだけど
今更戻すのも面倒な話で。

何気にこのﾊﾟｿ、ﾎﾞﾛｲ。（笑

でもすっごいお気に入りﾊﾟｿで。

次壊れた時は新しいやつ買おうと思ってるんだけど。

やっぱ自分のﾊﾟｿが快適でいいね。

つーか今日ﾈﾀ全く持ってないんですけど。

あ。てかね、自担の太った痩せたは

別に気にならないんですよー。

あー。また太ったなぁー。



とか痩せたなぁーとか思うぐらいで。

可愛いなぁーって。（爆笑

でもヨコの太ったは非常に気になるんですけど。（笑

だってﾎﾝﾄヨコ、ﾋﾞｽﾞもっそいﾔﾊﾞｸなるじゃん。

ﾄﾞﾘﾎﾞのﾊﾟﾝﾌのヨコの右のﾍﾟｰｼﾞ。

あれはﾔﾊﾞｲですって!!!!!
忠義は小顔ちゃんだから

たぶんそんな見た目的にﾔﾊﾞｲってないけど

ヨコは縦長の顔してるから太るともっそいﾔﾊﾞｲ。

自担に甘いですかねえ???（笑
いや、だってﾎﾝﾄ太っても可愛いし、

痩せたら男前だし。（笑

自担に甘くてｽﾐﾏｾﾝ。

たまには厳しい目で見なきゃﾀﾞﾒかな。（笑

空（＠章大）とかはこれがﾀﾞﾒとか言えるみたいなんだけど

まひる的にﾎﾝﾄこれがﾀﾞﾒってのがなくて。（笑

忠義ならｵｰﾙOKみたいな。
甘やかしすぎですかねぇ。

まひるから見た忠義って完璧なんだもん。

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄは別として。

関ジャニ∞大倉忠義は完璧なのですよ。
○大阪育ちの大倉忠義はあまり良い噂は聞きませんが。

それでも好きなんだけどね。（笑

あー。ﾎﾝﾄｱﾎだ。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みします。

ｺﾞﾒﾝなさい。＞＜

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.01.31 Tue ５ｾﾝﾁ。

こんにつわー。

大倉担まひるですけどもー。

つーかつーか

雨が降ってて病院行けないんですけど!!!!!
本屋は行ったけどね。（笑

だって近いんだもん。

病院は片道３０分はかかるもん。

また違う日に行こうと思います。

だってｶｯﾊﾟ隊のｶｯﾊﾟもないんだもん。

しかも本屋のじいさん、ﾏｼﾞ最悪。

女性自身をお取り置き頼んだのに

女性ｾﾌﾞﾝを取り置きしててさ。

しかもﾎﾞﾝｸﾗ店員に「女性自身お取り置き頼んでた

福原ですけどー。」って言ったのにも

関わらず

家に帰って中見たら「女性ｾﾌﾞﾝ」が入ってたからね。

絞め殺したる!!!!って思ったもん。
ﾎﾝﾄやっかし店員は若い店員を使いましょうー。

しかもﾙｯｸｱｯﾄｽﾀｰのなんちゃらかんちゃらって本

見つからないんですけど。（笑

しかもWebから消されたからﾀｲﾄﾙもわからず
注文も出来ないんですけど。

最悪。

今度ﾙｯｸｱｯﾄｽﾀｰを買った時にﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ取り寄せで

注文しなきゃﾀﾞﾒかな。

あー。ｦﾀ失格だ。

そんなわけでﾘｯﾌﾟを聴きながら更新中。

最近これﾍﾋﾞﾛﾃ。

つーかｷﾝｷのｱﾙﾊﾞﾑも欲しいし、滝つのｼﾝｸﾞﾙも

欲しいんですけど。

そんなわけで今日はﾘﾘｰﾌﾗﾝｷｰの「東京ﾀﾜｰ」を

買ってきたでござるよ。

ﾎﾝﾄはもっともっと読みたい本たくさんあって



前はﾎﾝﾄ２週間に１回６０００円ぐらい本買ってたぐらいで。

本ばっか読んでた。

でも最近はたくさん買っても読みきれないから

１冊読み終わったらまた次を買うようにしてる。

あ。そういや、ﾄﾞﾘﾎﾞﾎﾟｽﾀｰまだ開いてないや。

貼る場所ないんだもん。

いやね、去年のﾄﾞﾘﾎﾞﾎﾟｽﾀｰはがせば貼れるんだけど

なるべく忠義をはがしたくなくて。（笑

忠義をはがさずべくして忠義を貼る。（笑

そんな良い方法ないかなぁー。

あ。その前にｽﾁｰﾙの棚を買いたい。

床に平積みだから部屋が狭いし、

片付かないからｽﾁｰﾙの棚買えば少しはすっきり

するかなぁーって思って。

あ。でさ、職場のRちゃんが彼氏んちに行く前に
ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄを買ったんだけどその時、なぜか１ｺしか

買わなかったんだって。

いつもなら２ｺ買うはずなのに。

それで彼氏んちについて片付けものとか

してる間に彼氏にｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄを発見されて

しまったんだって。

で、やっかし食べ始めてしまって

でも「これあんまり美味しくないや。」って言われたから

じゃ、残しておいて。って言ったんだって。

そしたら全部食べられてたんだって。

まさにヒナちゃんのﾌﾟﾘﾝを食べた丸のような感じですよ。

ｳｹる。このくだり!!!!と思って
爆笑してしまった。

それは１ｺしか買っていかなかったRちゃんの失敗
なんですけどね。

つーかｵｲﾓちゃんが食べたいよー。

まひるもｵｲﾓちゃんが食べたいよー。

最近お菓子でじゃがりこの親戚で



さつまりこってやつが出たんですけど

２人別の人とｺﾝﾋﾞﾆに行って

２人共「さつまりこって!!!!」って反応されたんで
ちょっとｳｹたまひるです。

ｺﾝﾋﾞﾆ行ったら見てくださーい。

ひゃー。

忠義、ｺｰﾋｰﾌﾞﾗｯｸで飲めるんだ???
まひるは絶対砂糖とﾐﾙｸは入れなきゃ飲めない。

むしろｶﾌｪｵﾚで。

ﾌﾞﾗｯｸで飲むと頭痛くなるし。

ｱｲｽﾐﾙｸにｶﾞﾑｼﾛ入れたやつとか大好きだし。

どこまでもおこちゃま。

この間も飲んだし。

甘い飲み物を体が要求するのですよ。

かといってｲﾁｺﾞｵﾚみたいなのは飲めないんですよ。

ﾐﾙｸﾃｨｰとかｶﾌｪｵﾚとかｱｲｽﾐﾙｸとか???

つーか最近お金がいっぱいいっぱいなのは

なぜですのん???
いつも給料日前とかになると所持金が１００円とか

なんですけど。（苦笑

昨日に至っては５０円ですよ。

結局３月の給料も演舞城に流れていくし。

このしくみを辞めたい。

すべてｼﾞｬﾆに流れていく流れを止めたい。

それでｸﾘﾊﾟとか行かなかったわけだし。

でも演舞城だけははずせないんだよね。

忠義のエイトを離れてのお仕事だから。

微妙にKAT-TUNｺﾝも行きたいと思ってます。（笑
横Aね。
ﾄﾞｰﾑも行きたいけど。

でもとりあえずCDやDVD発売するから
そっちで我慢かなぁー。

このｼﾞｬﾆに流れていくｼｽﾃﾑをなんとかしないとなぁー。



ﾎﾝﾄ貯金もしたいと思ってるから。

２２歳にして貯金ｾﾞﾛとかあり得んばい。

一人暮らしのお金ぐらい貯めないとﾔｯﾊﾞｲよ。

いつまでも親に頼ってはいられないからね。

つーかｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰを使ってるんだけど

右端にﾋﾟｮｺﾋﾟｮｺなんちゃらかんちゃらをｶﾞｰﾄﾞしましたって

出るのもっそいうっとうしいんですけど。

それで文字が止まるし。

これ止める方法誰か知りませんか???

ほなおつー。

また夜かけたら書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽは夜やりまーす。

ｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.02.01 Wed 目標。薬なしの生活。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は夕方で仕事終わって

帰って来てから寝てました。

薬がなくて眠れなかったから。

って寝てしまったらまた今夜も眠れないのかもだけど。

で、夢見た!!!!
仁ちゃんと付き合ってる夢。

なんか楽しかったよ。

ﾜｶﾞﾏﾏだったけど。

でも笑っちゃうのはまたしても山下智久出ました。

今年に入って３回目なんですけどぉー。

そんなに山久が好きですか???
まひるは!!!!!
大倉忠義が夢に出てきたことなんて１度ぐらいしか

ないくせに。

気軽に山久の夢は見てしまうんだね。（涙

確かに山久は好きですけどぉー。（笑

でもそれは昔からだし。

今に始まったことではないし。

山久の欲求にﾔﾗﾚているのか???
山久担になろうと思ったことなんて1度もないし。（苦笑
たちょ、浮気者のまひるを許してー!!!!!
起きてる間はたちょ一筋だから。（笑

寝ると自身ない。（笑

昨日の「ｽｶ☆Ｊ」面白かったよ。

あの釣竿のくだりがもっそい面白かった。

すばるのﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝｻｲｽﾞの釣竿。（笑

で、川にちょこっと入ってみるも遠くに投げられず。（笑

すばるらしい。（笑

でもあの釣り名人の物まねしてる人、



もっそいつまらなかった。

あんなﾏﾆｱｯｸな人連れてこないでー。

丸は楽しんでたけどたちょとか微妙な顔してたし。（笑

ヒナに至っては１匹も釣れず。

そんなヒナがおいしかったんですけどね。

あと海に行った時船酔いしてたすばるが

もっそい可愛かった。

まひるも船とかﾎﾝﾄﾀﾞﾒで。

確実に船酔いするもん。

小学校の頃は車酔いとかもしてたもん。

小学生の頃はﾎﾝﾄ軟弱っｺだった。

慢性中耳炎とかにもなってて

よく耳鼻科に行ってたし。

喘息も持ってたし。

皮膚も弱くて皮膚科もよく行ってた気がする。

つーか先月、光の工事する予定だったから

ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰも光に変えてしまってたのね。

その関係で昨日の夜中からﾈｯﾄ接続出来なくて

今日、帰ってきて速攻ＡＤＳＬに戻したよ。

なんか工事がもっそい手間がかかるから

最近ＡＤＳＬのまんまでもいいかなぁーって

思ってる。

電話の雑音とかは気になるけどね。

そりゃ光は魅力だけどｵﾄﾝが工事をあんまり良く思ってなくて。

ＮＴＴさんの態度も評判悪く。

それがたぶん１番かな。

あ。ＴＶぴあ買ってきた。

ちょうど昨日の釣りのやつで面白かった。

すばるの箱詰めとかも載ってたし。（笑

でもＴＶＬＩＦＥとかまだﾁｪｯｸしてない。（苦笑

すっかり忘れてた。

明日、ｺﾝﾋﾞﾆに行かないとならないので

ﾁｪｯｸして来るぅー。



なんとか明日の休みには病院にも行けそうなので。

ﾎﾝﾄ、薬がないと昼夜逆転しちゃうから

絶対薬がないと普通の生活は送れないんだなぁー

って改めて思った。

まだまだ薬がないと通常の生活は送れそうにありません。

明日お薬ちゃんもらってきたら爆睡します!!!!!

そう。まひるは人にﾏﾈされるのが１番嫌いなのである。

ﾏﾈしてる人は自分っていうものがないってことでしょ???
そうゆう人は好きではない。

自分の意見、自分のやり方を模索しながら

頑張ってる人が好きだから。

簡単に人様のものﾊﾟｸったりはよくない。

自分らしく正々堂々と生きていこう。

つーか本日もﾈﾀもなくｳﾀﾞｳﾀﾞと書いてしまいました。

眠れなくて疲れてるらしい。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

ｺﾞﾒﾝﾅｻｲ。

本日もお休みします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.02.02 Thu お買い物日和。

こんにﾁﾊﾟ。

大倉担まひるですけどもー。

今日こそ病院行ったった。

いやー。これで熟睡出来るよ。

やっかし薬がないと不安だし。

で、女性自身も交換してきたし。

そだ。そだ。

たちょのやつ思い出したよー。

綺麗な人の飼い犬になるってやつだ。

一緒に寝るのーん???

萌え。萌え〜。
男前で足の長い犬なんだろうな。

いや、たちょはたちょでいて欲しいわー。

ｴﾛ犬にはなって欲しくないわー。

なぜにｴﾛ犬???（笑
いや、なんとなく。（笑

つーかそれでね、今日、やっと滝つのｼﾝｸﾞﾙ買ってきたんだ。

そしたらｳｹるぅ〜。

なんかﾁﾗｼみたいなの入れてるのは見えたのね。

で帰ってきて見たら

「ﾚｲﾆｰのﾁﾗｼ」だった。（笑

いや、今なぜにﾚｲﾆｰ。

たぶんまひるがエイト好きだって知ってて

いれてくれたんだろうな。（笑

あそこのｵｼﾞｻﾝ???お兄さん???
たぶん店長さんだと思うんだけど

店長さんはね、まひるがｦﾀってこと知ってるし、

名前も知られてるのよ。

だから予約とかも電話一本で済むから

ﾗｸ。

他の人だともっそい時間がかかってｲﾔ。



ﾎﾝﾄかんなりのお得意さんなんだけどなー。

そんでもってﾌｧﾐﾏに行って

写真入れるｱﾙﾊﾞﾑ買ってきた。

ﾄﾞﾘﾎﾞ行った時にｼｮｯﾌﾟで買った写真入れるために。

たちょの写真は２冊ぐらいになった。

これでも全然買ってないから少ない方なんだけど。

たぶん相葉担の時が１番多くて

５冊ぐらい持ってるもん。

相葉ちゃんの初ｼｮｯﾌﾟ写真から嵐ﾃﾞﾋﾞｭｰしてちょっとした

とこまで持ってるんだけど。

嵐がﾃﾞﾋﾞｭｰした瞬間がめっちゃ写真新しいやつ発売して

全部で５０枚ぐらい一気に発売されて

かなりﾃﾝﾊﾟった。（笑

仁ちゃんの写真も初登場から持ってるけど

最近は全く買ってないね。

淳之も初登場から途中まで持ってる。

譲って欲しいって言われたことあるけど

それは記念だから譲れないし。

って思って未だに持ってるから

ｼﾞｬﾆの写真のｱﾙﾊﾞﾑだけで１７冊持ってる。

って今数えてみてびっくしした。

１７冊って!!!!!
しかも最近全然写真買ってないのに。

うーん。写真もﾊﾞｶにならないなぁー。

これｦﾀ辞めた時に困るからって思って

最近買わないようにしてたんだけどね。

いや、お嫁に行く時も持って行きます!!!!
あとそろそろ雑誌もなんとかしないと

どうにも動きがとれなくなる。

もうすでに部屋が１つ封鎖されてるんだけどね。

洋服と雑誌とﾋﾞﾃﾞｵで。（笑

少しづつかたづけます。（ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ

あと今日はﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙをもらいに行って

本日の用事終了。

前のﾊﾞｲﾄ先に電話したら１８時頃ならあると思うよ。



って言われたので１８時過ぎにもらいに

行く予定。

そしたらﾌﾞﾛｸﾞもまた更新しなきゃ。

何気に今日忙しかったなぁー。

朝、９時頃から起きてるし。

今日はちょっと特別な日で

２月２日と６月２６日はまひると空（＠章大）に

とって一生の特別な日だと思う。

朝、起きて速攻空にﾒｰﾙ入れたもん。（笑

ﾎﾝﾄ、５月１６日に匹敵するぐらいの日なのです。

絶対忘れることのないむしろ忘れられない日なのです。

誕生日おめでとう!!!!!

つーかそんで今日ﾄﾞｺﾓにも行ってきたのね。（笑

新しいｶﾀﾛｸﾞもらいに。（笑

ﾔｯﾍﾞｰ!!!!!
仁ちゃん、ﾏｼﾞｶｯｹｰんですけど!!!!!
萌えっとなった萌えっと。

赤西仁、恐るべし。

機能的には断然ﾄﾞｺﾓなんだけど

絵文字がau可愛くてたくさんあるから好き。
そんなわけでたぶんずっとauだと思います。（笑

あ。で、思ったんですけど

女性自身の私服のやつ動きがない方が

ちゃんと私服見れて良かったのにー。

とﾌﾞｰｲﾝｸﾞ。

忠義に至ってはｼﾞｬｹｯﾄをﾍﾟﾛっとまくってるからね。（涙

ｼﾞｬｹが見たいじゃねーか!!!!
まひるもﾍﾞﾛｱのｼﾞｬｹｯﾄが欲しいです。（切実

ついでにﾋﾗﾋﾗのｽｶｰﾄも欲しいです。

乙女宣言。

空たんに前髪ﾎﾟﾝﾊﾟしてる方がいいと言われたので

またﾎﾟﾝﾊﾟ復活します。



また後で∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽしたいと思います。
ほなまた後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽも後でやりまーす。

ずっとやってなくてｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.02.02 Thu 白夜行に学ぶ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

本日２回目でーす。

なんか白夜行見てもっそい死にそうになってて。

あれはいつも胸を射抜かれるわ。

山田孝之もっそいいい芝居するんだよなぁー。

胸が締め付けられる。

ｷﾞｭｰってなって声も出ないぐらい。

あー。好き。

もう本を読んでしまいたくなるぐらい

面白いんですけど!!!!!
でも展開が先にわかるのはｲﾔだから

終わるの我慢してる。

いつも本屋で手にしちゃうんだよね。

先が知りたいのよね。ﾎﾝﾄは。（笑

毎週待っていられないぐらいで。

そんなわけで本日もやります。

なんか今日はﾃﾝｿﾝ上げ上げなんですけども。

もうAIを聴きながらもっそいﾃﾝｿﾝあがってます。
今日はAIと東京事変なんだよねー。
昨日はﾘｯﾌﾟとWaTだったんだけど。
あ。あとﾉﾗ·ｼﾞｮｰﾝｽﾞ。

明日はﾂﾀﾔで何か借りて来る予定。

洋楽中心で借りようと思ってるんだけど。

最近自分のﾊﾟｿ使えるようになってから

もっそいCD焼いてて。
ﾊﾟｿの中にも６０曲ぐらい入ってて

部屋にいる時はずっと聴いてる。

あ。で話がそれた。

じゃ、やりまーす。

勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ!!!!!



渋谷すばる様

ﾄﾞﾘﾎﾞお疲れ様でしたー。

無事に終わることが出来てよかったです。

すばるの優しさがすっごい伝わってくる文章だったよ。

すばるのこと迷惑なんて思ったりするﾒﾝﾊﾞｰなんて

いないから。

だからこれからもみんなのこと頼ってもいいと思うよ。

確かに共同生活も長くなるとお互いの

ちょっとしたことがｲﾗっとくることもあると思う。

でもそうゆうのをすべて乗り越えてるエイトだと

まひるは思ってるよ。

お互いのそうゆうとこ了承してるんじゃないかなぁー。

これからも仲良くお互い支えあって頑張って欲しいと思う。

すばるの言葉、すっごい胸に響いたよ。

ありがとう。

こちらこそ、ありがとう。

ﾀｴｺさんの作るご飯たくさん食べてまた体重戻してね。

いつも優しくて繊細なあなたが好きです。

内博貴様

なんか大変なことになったね。

少なからずﾋﾟﾛｷにも負担はかかってることだと思う。

でもお互い傷のなめあいとかではなく

ﾀﾚﾝﾄとして人様の見本になる生活を送って欲しいと

思います。

それはきっとﾋﾟﾛｷが１番わかってることだと思う。

ﾋﾟﾛｷ、ｺﾞﾒﾝね。

何もしてあげられない無力ないちﾌｧﾝのまひるを

許してください。

いつまでも甘えん坊なあなたが好きです。

錦戸亮様

亮ちゃん、お疲れ様です。



あんまりとばし過ぎず、確実に一歩一歩前進です。

亮ちゃんのことちゃんと見てるから。

いつもいつも見てるから。

だからエイトをNEWSを支えてあげてください。
人様のことにかまってられる程

余裕ないかもだけど

でも亮ちゃんなら任せられるってゆーか。

勝手に頼ってｺﾞﾒﾝなさい。

どSのくせにいじられてる時の亮ちゃんが好きです。

丸山隆平様

つーか丸ちゃん、最近何かｱﾆﾒ見てる???
この間も「昇竜拳」とか言ってたし、

今度は「天津飯」ですか???（笑
あ。そんなとこに食いついてるのはまひるだけだろうけど。

もっそいﾃﾝｿﾝ上がりすぎてて怖いよ。

丸ちゃん。（笑

なんか携帯の画面突き破って出てきそうな勢いだもん。

いや、飛び出てきたら無言で引っ込めますけどね。（笑

ｼｭっとね。（笑

追伸の意味がわからなかったまひるですけども。

1/30に誰かに会ったのかな???
エイトの誰かとか???
なんか丸ちゃんにそんなﾊﾟﾜｰをあげられる人物は

幸せだね。

まひるも少しでもエイトメンの力になれる言葉が

発せられたらいいなって思うけど

まだまだ修行が甘いらしいです。

修行して帰ってきたらﾖﾛｼｸです。（笑

いつもみんなを盛り上げてくれる丸ちゃんが好きです。

安田章大様

ﾄﾞﾘﾎﾞお疲れ様でした。

章大の作った課題がもっそい気になります。

身になったと思えるんなら



今回のお仕事は成功だったと言えるよね。

良かったです。

ぜひぜひ章大のまた舞台に立つ姿が見たいです。

つーか今日、初めて帰阪と言う言葉を知りましたけどもー。

ｷﾊﾝって読み方であってます???

章大ー!!!!!聞いて。聞いて。
まひるのｵﾄﾝも１月２１日生まれなのー!!!!!（笑
って先週も思ったけど今週も思ってみた。（笑

安田ﾌｧﾐﾘｰにうちのｵﾄﾝも入れますかねぇ???（却下
でもお祝いなんてもっそいﾃﾚくさくて

出来ませんけど。（苦笑

でも少しは章大見習って親孝行とゆうか

感謝の気持ちを伝えられたらいいなって

思います。

いつも優しいあなたが好きです。

大倉忠義様

ﾄﾞﾘﾎﾞお疲れ様でした!!!!!
そうだよね。

お互いが２年間の間にいろいろなこと経験してきて

それぞれが成長して立った舞台だもん

すごくないわけがないよね。

つーかひとついいですか???

若いﾊﾟﾜｰとって!!!!!
ｵｯｻﾝか?!?!?!?!
あ。すいません。

突っ込まずには居られませんでした。

でも次にKAT-TUNと共演する時は
KAT-TUNもﾃﾞﾋﾞｭｰしてて状況も変わってると思うし、
エイトはエイトでまたﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟしてると思うし、

またそれも楽しみかなって思いました。

滝沢演舞城、おめでとう!!!!
まひるはやっかしﾀｯｷｰってすごいと思うんですよ。

幼いうちからいろんなことこなしてきて



いつも舞台やTVの記録塗り替えたりしてきた人で。
だから絶対忠義に良い刺激をきっと与えてくれると

思います。

だからそのひとつひとつを逃さず

すべてｷｬｯﾁするぐらいの勢いで頑張ってください。

そしてﾏﾏﾝの味でたっぷり肥えてください。（ｳｿです

ﾏｼﾞで早く会いたいんですけどぉー。（笑

幸せわけてください。

楽しみわけてください。

まひるも少しでも忠義の力になれるよう

日々努力していくつもりですので

ﾖﾛｼｸお願いします。

努力家で仲間思いのあなたが好きです。

村上信五様

そう!!!!（笑
昔、なんかで「NOW!!!!」ってなかったっけ???（笑
まぁ、いいや。

そう。そうそれを待っていたのでござるよ。

ｻﾌﾟﾗｲｽﾞの結果が知りたかったんだって!!!!
村上担の方々ﾘｸｴｽﾄありがとう。（笑

いい!!!!
村上くん。ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ!!!!（笑
「今日やったかぁ〜!!」の第一声ﾅｲｽです。
つーかたちょのご飯の誘いは断らないのね。ﾌﾑﾌﾑ。（笑

ﾎﾝﾄに２４歳おめでとう!!!!
たくさんの方に祝ってもらえるってことは

それだけヒナちゃんが人望に厚く、

愛されてる証拠だと思います。

ﾄﾞﾘﾎﾞお疲れ様でした。

すっごいヒナちゃんは頑張ってたと思う。

滝沢演舞城でヒナちゃんが見られないのは

残念なことだけど

その分きっとたちょとヨコが頑張ってくれると思う。

だから安心してヒナちゃんはヒナちゃんの



お仕事に専念してください。

きっとそれはみんながわかってくれると思うよ。

いつもエイトを中心になって支えているあなたが好きです。

横山裕様

ﾄﾞﾘﾎﾞお疲れ様でした。

しかもそのまま新幹線ってなーって思ってました。（笑

ｸﾘﾊﾟの時もそのまま新幹線ｺｰｽだったよね。

相変わらずな事務所だ。（笑

でも早く家には帰りたいだろうし。

うん。当たり前ってすごいことだと思う。

なんかヨコってたまに良いこと言うよね。

たまに???（笑
仕事から帰ってきて暖かい部屋でｵｶﾝがご飯作って待ってて

くれてそれが当たり前で。

でもそうゆうことにはちゃんと感謝の気持ちと

言葉は忘れずに過ごしています。

ちなみに横山さん、一人暮らし始めたっていう

噂を聞きましたけどﾏｼﾞですか???
相変わらずたちょとはご飯友のようですね。

たちょの家で美味しいものたくさん食べてきてください。

でも食べすぎには注意でーす。

横山兄さん、すぐﾋﾞｽﾞﾔｯﾊﾞｸなるから。

いつもたちょをご飯に誘ってくれるあなたが好きです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

ありさ（＠博貴）

ななさん（＠忠義）

百合華さん

まゆさん（＠忠義）
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しょーこさん（＠忠義）

美莉さん（＠亮） ありさ（＠博貴）
おひさ〜。

今年はﾄﾞﾘﾎﾞ観て演舞城観てって感じの予定に

なってます。

KAT-TUNｺﾝとかも行きたいなぁーとか思ってるけど
たぶん行かないと思うなぁー。

ありさは???
今年はぜひぜひエイトにも全国ﾂｱｰをやってもらいたいよね。

そしたら近場は結構行きたいなって思ってるから

今からお金貯めておかないとなーって

思ってて。

すでにｶﾁｶﾁの財布をしてるくせに。（笑

ｱﾎだ〜。

ななさん（＠忠義）

なんか本屋で立ち読みしてる時とかもっそい

周りとか気になりますよね???
周りにらしき人いたらとりあえずどのｸﾞﾙｰﾌﾟが

好きなんかﾁｪｯｸ入りますよね。（笑

でも某本屋で逆ﾁｪｯｸされたことありますよ。（笑

本屋の４０歳ぐらいの店員さんが亀梨担だったの。

それで誰が好きなんですか???
って聞かれましたもん。

ちょっと恥ずかしかったですもん。

でもその店員さん、「あたしは亀梨くん。何でも聞いてね。」

みたく言われて気まずくなってからあまり

その本屋に行ってないです。（笑

百合華さん

たちょ、ﾌﾞﾗｯｸ飲めるって大人ですよねー。

ﾁｮｺﾚｰﾄも食べれないぐらいだから

甘いものはあまり食べれないんですかねぇ???
大人の男だ!!!!
萌え〜。（笑



まゆさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ＤＶＤの方はＰＶの撮影風景とか

ﾃﾞﾋﾞｭｰｲﾍﾞﾝﾄ、握手会の模様、

ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ風景などやってて

やっかしﾌｧﾝなら必見ですね。

ﾈｯﾄで探してみるといいと思います。

一応、ﾔﾌ○ｸとかﾁｪｯｸしてみたんですけど

やっかし１万円を超えるんですよね。

だからとりあえず通常盤を買ってみて

ﾈｯﾄでこれ入ったらﾒｰﾙしますみたいなｼｽﾃﾑ使ってる

お店があるのでそこに登録してみて

あとは中古ｼｮｯﾌﾟ廻りをして見る方がいいと思います。

で、初回をｹﾞｯﾄしたら通常の方を売ってしまうのは

どうですか???
ﾏﾒにお店巡るのは大切だと思います。

まひるも近くのお店に問い合わせてみたんですけど

初回はなかったですね。

参考になったかどうかはわかりませんが

頑張って探してみてください。

しょーこさん（＠忠義）

風邪、よくなりましたか???
お大事にしてください。

美莉さん（＠亮）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

美莉さんのﾌﾞﾛｸﾞにもお邪魔させていただきます。

仲良くしてくださーい!!!!!





2006.02.03 Fri 人のぬくもり。温かさ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

お疲れもうした。

というより眠い。

４時間ぐらいしか寝てないし。

昨日夜更かしが過ぎたらしい。

４時ぐらいまで起きてたもんなぁー。

で、今日帰りにﾂﾀﾔ物色。

「ﾁｬｰﾘｰとﾁｮｺﾚｰﾄ工場」観たいなぁーって思ったんだけど

まだ新作だから観てられないしと思って

CDだけﾚﾝﾀﾙして帰ってきました。
あ。そういえばﾃｨﾑ·ﾊﾞｰﾄﾝ監督とｼﾞｮﾆｰ·ﾃﾞｯﾌﾟのやつは

観てる。つーか好き。

「ｼｻﾞｰﾊﾝｽﾞ」とか「ｽﾘｰﾋﾟｰﾎﾛｰ」とかは

２〜３回ぐらい観てるんじゃないかなぁー。

それで今回も面白そうとか思って

観たかったんだけどね。

１週間ﾚﾝﾀﾙになったら借りることにするよ。

あと来週の休みになったら「ﾛﾎﾞｯﾂ」を借りてこようと

思って。

なにやら新作なのに１週間ﾚﾝﾀﾙ出来るらしい。

CDはﾎﾝﾄは聴くｼﾞｬﾆでﾒﾝﾊﾞｰが紹介したCDを
探してくるつもりが肝心の書き出した用紙を

忘れて結局ﾚﾐｵﾛﾒﾝとｷﾝｷとｼﾝｸﾞﾙ数枚借りただけ。

しかもｸﾘｽﾀｹｲのｼﾝｸﾞﾙ借りたら古いやつだから

ｺﾋﾟｰｺﾝﾄﾛｰﾙついててﾊﾟｿに落とせなかったし。

それがｼｮｯｸだったらしい。

たちょお勧めのやつだったのにぃー。

たちょの音楽ｾﾝｽ好きなんだけどなぁー。

ｾﾝｽ良いと思う。

あー。そうゆうとこも含めて好き!!!!!

洋服のｾﾝｽも好きだし、髪型とかもいろいろ変えるわりに

なんでも似合ってしまうそんなとこも好き。



なんでも自分のものにしてしまうのが

うまいってことかなぁー。

そうゆう人って魅力的だよね。

雑誌やｺﾝｻｰﾄで衣装着たりとかしても

衣装に着られることなく着こなしてしまうとこ。

そうゆうとこも好きだなぁー。

つーか今日、特にｵﾘｽﾀ買うつもりもなかったんだけど

ﾊﾟﾗﾊﾟﾗっと見たらﾄﾞﾘﾎﾞのやつ載ってて

でもたいして忠義とか写ってなくて

買うの辞めようかなぁーとか

思ったんだけどなんとなく買ってみたんだわ。

そして家に帰ってきて見たらすばるのｲﾝﾀﾋﾞｭｰとか

KAT-TUNのﾃﾞﾋﾞｭｰのやつとか載ってて
ちょっとほっこり。

ﾅｲｽ買い物だよ。まひるたん。って一人で思ってみた。

でね、ﾄﾞﾘﾎﾞﾎﾟｽﾀｰやっと開いてみました。

ﾔﾊﾞｽ!!!!!
男前過ぎる!!!!
どこに貼ろうかﾎﾟｽﾀｰ持ってしばし部屋の中を

ｳﾛｳﾛ。

結局某ﾊﾞﾝﾄﾞのｻｲﾝ入りﾎﾟｽﾀｰをはがして貼ることに。

やっかし忠義、ﾋﾞｽﾞが磨かれてる。

確実に去年より男前になってる。

えぇー!!!!!
これ以上男前になっていったらどうする???
まひるたん!!!!!

萌え死する。（笑
もう罪な男。ﾂﾝﾂﾝ。（ｵﾃﾞｺをつついてる音

あー。まひるたん最大級にｷﾓｽ!!!!
あーた。そのｷﾓｷｬﾗなんとかしないと

忠義に嫌われちゃうよ。



今日、なんか暴走してる。（笑

どうしよー!!!!!
男前過ぎて関ｼﾞﾐ３脱出しちゃうかもー。（笑

いや、いつまでも関ｼﾞﾐ３でいてくれ。

大山田でいてくれ。

エイトの裸の大将でいてくれ。

そんな忠義が好きなんだ。

あ。そういや、東京事変の「修羅場」がもっそい好き。

あのﾊﾞﾝﾄﾞ感と打ち込みと椎名林檎の歌がﾏｯﾁしてて。

ﾄﾞﾗﾑがｽｯｹﾞｶｯｺｲｲの。

ﾄﾞﾗﾑの臨場感ある感じに仕上げてあるのも

もっそいｶｯｺｲｲし。

最後のとこのﾌﾗﾒﾝｺみたいなｷﾞﾀｰｿﾛもｶｯｺｲｲし。

椎名林檎はね、１枚目のｱﾙﾊﾞﾑ買ったとこで

脱落したのね。

２枚目のｱﾙﾊﾞﾑ買ってなんか違うなぁーって思って。

それからずうっと封印してて

東京事変になって復活した。

まひるは詩から入る時と音から入る時があって

断然東京事変は音から入ってる。

あ。昨日の山梨日日新聞だったかなぁー。

大阪の歌謡曲を歌うｵﾊﾞﾁｬﾝ歌手が紹介されてて

名前忘れたんだけど

そこにﾃｲﾁｸさんのｺﾒﾝﾄがあって

エイトについても書いてあったのよ。

明らかにHIPHOPなんだけど歌謡曲を歌う関ジャニ∞みたいな
感じで。

今だからこそ歌謡曲みたいなそんな記事だった。

なんかちょっと小躍りしてしまったもん。（笑

そんなとこでエイトの名前を見つけるとは

思ってなかったし。

なんとなくﾃｲﾁｸさんがエイトに求めてるものが

わかった気がした。



人のぬくもりとか温かさなんだと思う。

エイトはﾎﾝﾄﾚｺｰﾄﾞ会社さんに恵まれてると思う。

ありがとう!!!!!ﾃｲﾁｸさん。
あー。なんかエイトの歌ってるとこ見たくなった。

今からｦﾀﾋﾞ鑑賞でもしようかな。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。
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2006.02.06 Mon 気分一新。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾘﾇしました。（笑

画像と壁紙しか変わってないけど。（笑

しかも画像はみほたん（＠ゆっち）に作ってもらったし。

ﾍｲﾍｲ。まひるは画像ｱｯﾌﾟして壁紙ｱｯﾌﾟしただけで

ございます。

つーか２日の放置ｽﾏｿ。

もっそいやる気なくてねー。

なんなんでしょうね。

５月病ですか???（まだ早いっつーの
理由はわかってますよ。

NEWSのことと忠義のことです。
別に忠義が何したってわけでもないんですが

まひるにはﾁﾗﾎﾗと話が入ってくるんですよ。

で、ま、明日はわが身だと思いつつ

怖いなぁーと思ってまして。

ま、これ以上のことは語りません。

でもﾃﾝﾌﾟﾚ変更したらちょっと気分よくなりまして

ﾌﾞﾛｸﾞ更新しようと思い始めて

こんな時間に更新。

つーかまひるが病気でもないのに

ﾌﾞﾛｸﾞ、２日も放置したの初めてかも。

ある意味心が病んでますけど。（笑

あー。そうか。心が病んでるんだ。（笑

なんか金曜日なんてMｽﾃの辺からずっとｳﾙｳﾙしてて
ｴﾝﾄﾞﾘｹﾘｰの曲についての話聞いて

曲聴いたらﾓﾛに心に染み入りまして。

あとね、WaTは無条件で泣けちゃうんだよねー。



もう歌ってるの見ただけで涙が出てきちゃって。

とどめにﾅｳｼｶですからね。

それで終わった後、号泣しまくって

寝るまでずううっと泣いてて。

久々に忠義のことで泣いたよ。

忠義のこと???
忠義のことなのかなぁー。

でもまひるは忠義を信じるしかなくて。

でもたとえ忠義の六○木ｳｷｳｷﾃﾞｰﾄが本物だったとしても

（あ。これは誤解を招く発言かな）

まひるはそれでも忠義が好きだし、

羽目をはずさないでくれたらそれでいいです。

後は何も言いません。

ﾎﾝﾄでもｳｿでもまひるにはかまったこっちゃないのです。（笑

あー。忠義が方言を好きだという噂を聞いたので

いろいろ新しい方言仕入れてきたんですが

すっかり忘れました。（笑

なんかね、甲州弁ｶﾙﾀなるものが売ってるんですよ。

それがもっそい欲しくて。

でも２０００円とかするんだよね。

さすがにｶﾙﾀに２０００円も出すのは悩む。

ちなみにそうだなぁー。

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰなやついきますか???
まひるがまだ東京に住んでる時で

空たん（＠章大）に初めて使った方言ね。

「ﾑｶつくら???」（笑
これちょっと早口目で言うんですよ。

「ﾑｶﾂｸでしょ???」って言う意味です。
もうこれね、空に素で言ってしまったから

２人して大爆笑だったんですよ。

あ。つーかつーか。

まひる思ったんですけど

忠義って岡田くんに似てませんか???



岡田准一くん。

特に髪が短い時。

昔の岡田くんに似てるなぁーって一人で

思ってみたんですけど。

ってことは忠義も岡田くんﾊﾞﾘに男前になりますかねぇ???
もっそい岡田くん大好きです。

いやね、でもまひるは断然剛つん派ですけどね。

森田剛くんﾔｯﾊﾞｲです。

もう昔から剛くん大好きですねー。

V６のﾗｲﾌﾞﾋﾞﾃﾞｵに剛くんが客席に下りてきた
ｼｰﾝがあったんですけど

そこまんまと会場の画像にﾃﾞｶﾃﾞｶと映されていたこと

ﾋﾞﾃﾞｵにも映ってたことは何も言うまい。

ある意味、剛くんと共演ですよ!!!!（笑
これ恥ずかしいから空たんにしか言ってないんですけど。（笑

空たんはｶﾒﾗにいち早く気づいて身を隠したんですよ。

空たんって卑怯でしょー???（笑
まひるたんｱﾎっつらさらしてみました。

あれは一生の不覚だわ。（笑

あとね、自担の名前を叫んだら

同じ名前のﾒｼﾞｬｰな人に反応されてしまったこと。（笑

心の中で

「おめぇーじゃねーよ!!!!」
と思いつつ笑顔で手を振ってみました。

まひるたん、腹黒。

えぇー。まぁー。腹黒いですよ。（笑

ほっとけ。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽは明日やります。
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2006.02.07 Tue eight people3

こんにﾁﾊﾟ。

大倉担まひるですけどもー。

eight　peopleのﾄﾗﾊﾞ企画が溜まってるんで
やろうと思います。

01 : お名前と好きなエイトメンバーの名前をドウゾ!

まひる。大倉忠義くん。

02 : あなたがエイトと出会うきっかけとなった曲は?
(エピソードもあれば)

Do you agree？
初めてTVでほんじゃにを見た時に
番協さんにまじって歌ってたのを見た。

03: あなたが好きなエイトの曲を一言付きで3曲
ピックアップして下さい。

Hevenly Psyco
すごく頑張ろうって思える希望の歌。

Eden
何度聴いてもｼﾞｰﾝとする曲。

大阪ﾛﾏﾈｽｸ

この曲って関西人の男の人と関西人じゃない女の人の

恋の歌ですよね???
それがもっそい惹かれる。



04 : あなたの好きなエイトメン(01で答えたメンバー)のソロ曲で
お気に入りを1曲。

ｿﾛ曲ってゆーか

やっかし「明日」

05 : 0４で答えたメンバー以外でのソロ曲でお気に入りを1曲。

Greedy（渋谷すばる）
ﾌﾙで聴いたことないけどこの曲好き。

ぜひ今度はﾌﾙで聴いてみたい。

06 : 過去に泣いた(泣きそうになった・泣かされた)曲などあれば。

大阪ﾛﾏﾈｽｸ、無限大、Hevenly Psyco、Eden

07 : 毎日もしくはほぼ毎日聞いている曲は?(いくつでも!)

毎日???
そだなぁー。

ﾊﾟｿにHevenly PsycoとEdenが入ってて
それは毎日聴いてる。

08 : 人にオススメしたい曲をアピールポイントと共に1曲。
(どんな立場の人に薦めたいかも書けたら書いて下さい)



無限大

人を信じることが出来なくなった人に聴いてもらいたい。

やっかし人を信じることの大切さ。

仲間を思う気持ちを大切にして欲しいです。

09 : 他のアーティストさんの曲で是非エイトに歌って欲しい!
と思う曲は!?(アーティスト名·曲名を忘れずに!)

ﾐｽﾁﾙとかRIZE。
曲名は特になし。

10 : この先もズット歌い続けて欲しい曲は？
思う存分いくつでも!(笑)

Eden、Hevenly　Psyco、大阪ﾛﾏﾈｽｸ、Do you agree?
Cool Magic City、浪花いろは節

11 : 最後に···この曲がエイトの真骨頂!!

Edenかな〜。

こんな感じで一旦終了しまーす。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.02.07 Tue 眠眠。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目

大倉担まひるですけどもー。

お昼寝しちゃいましたー。

で、ｺﾝﾋﾞﾆに行って「桃ﾊﾞﾅﾅｵﾚ」を買ったんだけど

ﾏｼﾞｳﾏ!!!!
基本的にﾊﾞﾅﾅｵﾚしか飲まないんだけど

ちょっと冒険してみた。

ｱｲｽもﾊﾞﾅﾅのやつ食べたけど

美味しかったよ。

あと昨日飲んだ豆乳が美味しかった。

もっそいﾏｲﾙﾄﾞで。

まめちち大好きなんだよねー。

昔は全く飲めなかったんだけど

最近飲んでみたら案外ｲｹるんだよね。

で、たまにまめちちが飲みたくなるのです。

あー。そういや、まだｦﾀ誌買ってない。（涙

忘れてた。

でもP誌の画像は見たのね。
忠義、もっそい男前!!!!!
他ﾒﾝを見る余裕もなく忠義をひたすらｶﾞﾝ見。（笑

なんか滝沢演舞城では髪を黒くしないとならない

らしいので忠義も黒くして髪切ったんじゃないかなぁー。

まだ舞台までに日があるけど

ﾛﾝ毛とか言ってたぐらいだから

美容院は大阪帰った時に行ったんじゃないかと

勝手に予想。

でもまひるは長いのも好きだから

全然OK。ｵｰﾙOK。
さすがにすばるの髪型はどうかと思ったけど。（苦笑

でもやっすんの後ろ刈り上げてるやつも



最初見た時、ﾋﾞｯｸｼしたけど

最後の方、結構見慣れてる感があって

別に普通だったからきっとすばるの髪型も

問題なく見慣れていくと思うんだけど。（笑

ｺﾎﾞちゃんも髪を伸ばしていくらしいので。（白子豚）

まひるはすばるはｽﾄﾚｰﾄのﾐﾃﾞｨｱﾑな感じが好きなんだけどなぁー。

あ。でも浪花いろは節の関西限定盤のやつの

短い髪も好き。

あれもっそい幼く見えるよね???
あれｽｯｺﾞｲ可愛くて好きなんだけどなぁー。

なんか事務所も最近止める気ないよね???（笑
つよとか長瀬くんとか大胆不敵な髪形してくるけど

止める気ないもんね。

なのですばるの髪型も最近では止められることも

ないのかもしれません。（涙

あ。で、今日久々にTVKの「ほんじゃに」見た。
お風呂入れてる間暇だったから

見たんだけどﾏｼﾞｯｸの回で。

そういや、ｽｯｺﾞｲ前に見た時もﾏｼﾞｯｸの回だったような。

忠義が紙ｺｯﾌﾟ頭に乗せて回る姿にｷｭﾝ。

ちょっと焦ってる風なのがｳｹる。

ちなみにまひるはかなりのｱﾝﾎﾟﾝﾀﾝらしく

ﾏｼﾞｯｸはﾁｮﾛｲぐらいのやつでも

わかりません。

この間、Rちゃんがﾁｮｰ簡単ﾏｼﾞｯｸ見せてくれたんだけど
全然わからなかったもん。(ｱﾎ
他の人はすぐわかったらしい。

ｱﾎだな。ｱﾎ。

じゃ、今日は眠いのでほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽ

香坂佳苗さん（＠忠義）

monmonさん
ななさん（＠忠義）

ありさ（＠博貴）

ナナ美さん（＠亮・シゲ・忠義）

舞華さん（＠忠義）

瑛子（＠忠義） 香坂佳苗さん（＠忠義）
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

香坂さんのﾌﾞﾛｸﾞにお邪魔しようと思ったのですが

飛べなかったので

良かったらまたｱﾄﾞﾚｽ教えてください。

monmonさん
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

実はmonmonさんのﾌﾞﾛｸﾞ見させていただいたこと
あるんですよ。

その時は携帯からだったので長くてﾁｮｺっとしか

読めなかったんですけど。

またお邪魔させていただきますね。

ななさん（＠忠義）

なんか本屋で誰のﾌｧﾝかと聞かれるのは

もっそい恥ずかしいですね。（笑

たちょの家族の名前は一応一般の方なので

漢字はひかえさせていただきますが

お父さんが「ただし」１ｺ下の弟が「ゆうた」

今、中３の弟が「こうじ」です。

もしかしたら弟の名前、逆かもですけど···｡（逆だったらｺﾞﾒﾝなさい



ありさ（＠博貴）

なんか滝沢演舞城が終わった後ぐらいから

ｻﾏｽﾍﾟにかけてまでのｽｹｼﾞｭｰﾙが気になるよね。

今年こそ全国ﾂｱｰとかありそうだし。

お金頑張って貯めないとなぁー。

あ。そういや、翔くんｿﾛｺﾝ中止になったって

朝ぐらいに友達からﾒｰﾙきて知ったんだけど

まひる、翔くん大好きだから行くはずだったら

ﾏｼﾞ凹みするなぁーって思って。

ナナ美さん（＠亮・シゲ・忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

いやいや、褒めていただけると嬉しいです。

最近ちょっと書く意欲をなくしていたので

ナナ美さんのようなｺﾒﾝﾄいただけると

意欲が出てきますね。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

舞華さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

たちょ、まひるも大好きで

ついつい、たちょのことで涙してしまうことも

少なくはありません。

自分でﾊﾞｶだなぁーって思うことも

たくさんありますけど

それでも自分の気持ちに正直でありたいと

思ってます。

これからもたちょのことで一喜一憂して

しまうことも多いと思いますが

一緒に応援頑張りましょうね。



瑛子（＠忠義）

あ。そういえば瑛子のﾌﾞﾛｸﾞでこのﾓﾃﾞﾙさんのこの画像

見たことあるかも!!!!
言われて思い出した。

あれだよね???
茶色のﾃﾝﾌﾟﾚの時だよね???
静岡と山梨の方言って同じやつあったりするらしいね。

やっぱ隣の県だからかな。

「〜ｽﾞﾗ」とかも使ったりする???
瑛子のﾌﾞﾛｸﾞ毎日見てるよ〜。



2006.02.08 Wed 追って追われて。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日はまひるが仕事終わってから友達が仕事終わるの待って

友達んちでｸｯｷｰを焼いたの。

焼いてる間、いろいろな話をして

久々に楽しかったなぁー。

山梨にいる唯一の幼馴染なんだけど

（夏休みのたびに山梨に遊びに来てて

家が近所でよく遊んだのね）

子供の頃、川に落ちた話とか

木に登って降りれなくなった話とかﾏｼﾞｳｹるし。

そんな子供の時の話から現在の恋愛に至るまで

３時間にわたって熱弁。

ﾊﾟｿｺﾝ関係の学校に行ったから

ﾊﾟｿの話にも強くよくお世話になるの。

最近うちに遊びに来てないから

今度はうちに招待しよう。

つーか昨日の「ｽｶ☆J」は総集編ではないですか???
でもやっすんの噂の眼鏡姿見た!!!!!（笑
ちょっとｳｹる。

まひるの眼鏡姿も相当ﾔﾊﾞｲけど

やっすんもﾔﾊﾞｲよ。（笑

つーかあのVはいつ撮ったもの???
やっすんの眼鏡姿は最近らしいけど

やっすん、髪赤くなかったし。

でもたちょの髪ちょっと短くなかった???
さっぱりわからないんですけどもー。

誰を基準に見たらいいのかさっぱりわかりません。

そして久々に見てしまいました。

ﾄﾗｯｸの時のヨコが運転してる時の

やっすんと忠義が「キミくん!!!!!キミくん!!!!!」って



言ってるやつ。

ﾁｮｰ可愛い。

ﾄﾗｯｸのやつがやっかし何度見ても笑える。

あと柔術で投げられる亮たん。（笑

ﾍﾅﾁｮｺすぎてｳｹる。

ちなみにまひるはどMです。
Sではありません。
でもたまにSの影もﾁﾗﾎﾗ。（笑

あ。そだ。昨日、瑛子（＠忠義）に

ご当地ﾁｪｯｸってやつ教えてもらったのねー。

面白かったのでみなさんもぜひﾁｪｯｸしてみてください。

ちなみにここをｸﾘｯｸ。

ちなみにまひるは山梨と東京と大阪をﾁｪｯｸしてみましたー。

山梨県民と東京都民が半々って感じかな。

大阪、ちょっとしかわからなかったんで

誰かｺﾃｺﾃの大阪人の方ﾁｪｯｸしたらｺﾒﾝﾄください。

でもって、「劇団演技者」の終わり方が気持ち悪かった

まひるですけどもー。

しかも来週、ｱﾂﾋﾛくんですよ!!!!!
ﾏｼﾞ楽しみなんですけどぉー。

つーかさ。お酒飲む前に飲むやつ。

ｳｺﾝね。

あのｳｺﾝって名前はどうにかならないのか???
どうしてもｳ○ｺと見間違えてしまう。

ｳｺﾝのCMﾄﾆがやってるじゃないですか???
最近見ないけど。

あれの時の長野くんの爽快感漂ってる顔がもっそい

ｳｹる。

だいたいお酒も飲まないからｳｺﾝがどういいのか

さっぱりわからず。

忠義とかもお酒飲む前にｳｺﾝとか飲んでるのかなぁ???

http://www.linkclub.or.jp/~keiko-n/go.html/gototi.html


うわっ!!!!ﾓﾛｵﾔｼﾞっぺー。（笑

大倉忠義さん、報告求む。

つーか最近朝ごはんの食卓に羊羹が並んでるのは

なぜですか???
おかーたま。

ついつい食べてしまうのですが。（笑

弟も好きだから何気に食べてるし。

ﾏｼﾞｳｹる。

福原家の食卓絶対おかしいって!!!!
甘い豆の煮たやつも妥協してありだとしよう。

でも羊羹はあり得ない。

食べてしまう自分が怖い。

でも甘い豆はおかーたましか食べてないけど。（笑

ｵﾄﾝの鼻のよさにもびっくしするしね。

この間、うどんを食べたんですよー。

うどんにたくさん野菜が入ってて。

ｷｬﾍﾞﾂとかも入ってたんだけど

ｵﾄﾝがこのうどんくさいって言い出して。

まひるには至って普通だったんだけど。

そしたらくさかったのはｷｬﾍﾞﾂらしいです。

ｷｬﾍﾞﾂがくさいとわかるのは相当だよね。

伊達に元板前じゃねーなと。

そうそう、ｵﾄﾝって板前の修業してた時、

結構有名どころで修行してたのね。

したっけまひるの高校の同じｸﾗｽに２人も

ｵﾄﾝと同じところで父親が修行してた人がいて

ﾋﾞｯｸｼしたのよ。

しかも子供が同じ高校で同級生ってｽｺﾞｸね???
でもね、ﾎﾝﾄｵﾄﾝとｵｶﾝの作る料理はﾏｼﾞｳﾏｲ。

それが唯一の自慢。

絶対盗んで嫁に行く。（笑

旦那様に美味しいものをたくさん食べさせてあげたい。

ちなみに食卓に羊羹も乗せなけりゃ

甘い豆も乗せません。（笑

忠義さん、ご安心を。（逝ってらっしゃい



そうそう。最近夢をよく見るのね。

昨日はﾊﾟﾝやさんになるから修行に出るってゆう夢で

一昨日は元彼の夢。

元彼はｽｯｺﾞｲ見た目頼りなくて

まひるの洋服の裾つかんでしまうような人で。（笑

でも話するとすごいしっかりしてるんだよね。

大人だし。

そこがすごく好きだった。

この間も相談ごとがあったからﾒｰﾙしたら

すっごい的確な返事が返ってきて

やっかしｽﾃｷな人だなぁーって思った。

それでも未知の世界の大倉忠義を愛している自分。

性格わかりきった生身の元彼より

未知の世界の大倉忠義を選ぶ。

ｱﾎだなって思う。

それでも見えてる部分の大倉忠義という人が

すごくすごく魅力的な人だから。

見えてる部分は忠義のごく一部かもしれない。

それでもやっかし好きなのである。

今はまだずっと追ってばかりだけど

いつか追われたい。

夢でしかないけど。（涙

夢の中でもいいから忠義に追われたい。

追伸：ﾁﾋﾞﾉﾘﾀﾞｰがﾀﾒだった。（笑

西遊記はｺｽﾌﾟﾚしてる電車男にしか見えないのはまひるだけ???

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていｋただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

瑛子（＠忠義）

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


瑛子（＠忠義）

ご当地ﾁｪｯｸ面白かった〜!!!!
ありがとねー。

まひるは山梨と東京と半々ぐらいだったかな。

そんなわけでﾘﾝｸ貼ってみました。

たくさんの人に笑ってもらいたいなって思って。

たぶん山梨でも静岡寄りに行くと

もっと静岡と方言変わらないと思うよ。

まひるは普段標準語なんだけど

たまに気が緩むと山梨の方言が出るんだよね。

親が生粋の山梨県人だからね。

それにまひるも山梨に住んで４年になるし。

だいぶ山梨県民に染まってます。（笑



2006.02.10 Fri どんなに思っても届かない想い。それでも好きでありたい。

こんにちわんつー。

最近食欲の止まらない大倉担まひるですけどもー。

えーと。

最近空（＠章大）と２人でPASCOのｼｰﾙ集めてます。
ﾘｻ＆ｶﾞｽﾊﾟｰﾙのｻﾝﾄﾞｲｯﾁBOXが３０点でもらえるから。
ちなみにまひるはまだ４点しか集まってませんけど。（涙

頑張るっちゃー。

昨日は完璧なふて寝ですね。

今日もそんな感じだったからﾔﾊﾞｲなと思って

ﾊﾟｿに向かうことにした。

「すねてたら何も始まらないさ」ってAIRも
歌ってることですし。（笑

前向き前向き。

じゃ、昨日やらなかった勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽを
やりたいと思います。

渋谷すばる様

まひるも団体行動って苦手。

昔は全然平気だったけど

今は人にあわせるとか人と同じことをするとか

自分を前に押し出すとか

全然出来ない。

どうしても自分を押し殺してしまう。

だからすばるの気持ちがすごくわかる。

でもそんなことを考えていたら前には進めないし、

社会に出たらそんなこと言ってる場合じゃないし。

だからお互い頑張ろう。

自分のﾍﾟｰｽ、やり方で。



すばるの考え方、ちゃんと自分をわかってるし、

現状もわかってるし、

こうしなくちゃならないってこともわかってるし、

全然大人だと思うよ。

弱くなんてないって思うよ。

まひるより全然大人だと思う。

内博貴様

NEWSが年内活動停止になってしまうとﾋﾟﾛｷにも
年内には会えないのかなぁーと思ってしまう。

NEWSの活動中におこした事件だし、
今回のことがあってﾋﾟﾛｷのことが

またｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟされてたぶんエイトでの仕事復帰は

ないんだろうなって思うのは後ろ向き過ぎますか???
でもNEWSが活動停止なのにﾋﾟﾛｷだけ復帰ってのは
やっかしあり得ないと思う。

ﾋﾟﾛｷを守ってあげられなくてｺﾞﾒﾝ。

錦戸亮様

SHOCKの初日、亮ちゃんが涙したって聞きました。
きっと∞ﾚﾝｼﾞｬｰで言ってたようなことがあっての
ことだったのでしょう。

亮ちゃんがPZに出てた頃、どんな気持ち、思いで
出てたかはわからないけど

きっと今程思いは強くなかったと思う。

SHOCKに出て亮ちゃんはすごく大きくなったと思う。
いつまで出演かわからないけど

最後まで頑張ってください。

丸山隆平様

ええ???
切り取り線とか別にいつもの丸ちゃんにちょっと

上乗せしちゃったぐらいにしか思ってなかったけど。（笑

あれは病んでたのか???



ﾄﾘｯｷｰだからなぁ〜ぐらいにしか思ってなかった。（笑

うーん。休日の過ごし方???
本読んだり、映画見たり、舞台見たりとかも

大切だと思うし、

みんなでﾜｲﾜｲｻｯｶｰして過ごすのもいいと思う。

丸ちゃんの今回の追伸難しい。

文句があるけどそれを黙してやるべきことをやる。

難しいなぁー。

しかも自分を押し殺してるわけじゃないんでしょ???
まひるに出来るんだろうか。

安田章大様

なつかし!!!!!
ｷﾞﾆｭｰ特戦隊!!!!
悟空ｶｯｺｲｲよねー。

まひる的には悟天とﾄﾗﾝｸｽのやりとりが好きなんだけどね。

ｺﾞﾃﾝｸｽとかﾏｼﾞ笑ったし。

ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙのDVDが欲しいんですけどぉー。
誰か買ってください。

あー!!!!
章大のその目じりの下がった感じ、

もっそい想像できる。（笑

でも嬉しいよね。

自分のこと好きって言ってくれて振りまで覚えてくれてるって。

子供って純粋で正直だからね。

だからきっとその子には

章大は悟空のように映ってるんじゃないかなぁー。

大倉忠義様

相手がいないんじゃなくて相手が遠いんですけど。（笑

だってまひるの相手って言ったら

大倉忠義、１人しかいませんもん。

えぇー!!!!
なんか増えてる。

ﾁｮｺﾚｰﾄだけじゃなく洋菓子がﾀﾞﾒになってる。



そんな時はどうしたらいいんでしょうか???
大福とか忠義にあげて告白したらいいんですかねぇ???
それとも羊羹ですか???（笑
羊羹丸ごと１本ですか???（笑
お茶もﾎﾟｯﾄに用意した方がいいですか???（笑
色気ねぇー!!!!!
とか言って実際忠義を目の前にしたら

好きですの「す」の字も出てこないんですけどね。

ぐぅの音も出ないとはこのこと。

で、ぐぅの音って何???
ｷｭｰﾋﾟｯﾄのたつよちゃん、どうしたらいいですか???
教えてください。

村上信五様

もっそい見たいんですけど!!!!!!
大阪市の街案内ﾊﾟﾝﾌ。

それってずううっと置いてあるわけじゃないですよね???
無くなったら終了ですよね???
まひるが次、大阪行くのはいつ???
たぶん夏だよね???
あり得ねー。

欲しいー。ほっすぃぃぃぃー!!!!
立派な帰阪だ。

ﾋﾅﾃｨﾌﾞ、立派な帰阪のお言葉ありがとう。

横山裕様

痩せる!!!!!
これは横山さん、大変重要です。

も、ﾎﾝﾄ動かなかったことを

言い訳にしないでください。（笑

そうゆうまひるも絶対冬に蓄えてしまうので

春になって薄着になった時、

ﾔｯﾊﾞ!!!!って思わないように今から努力しないと。
そして後輩からの食事のお誘いあるといいですね。



ヨコってね、ちょっと怖いｵｰﾗ出てる時あるから

それ消してね。（笑

はぁー。

寝ていたい。

でもどうやら寝すぎで腰痛いらしい。（苦笑

昨日、２２時ぐらいからさっきまで寝てたし。

たまに自分がｲﾔになる。

でも自分で自分を嫌いと言ってるような子

誰が好きだと言ってくれるんだろうって

思うから絶対自分のこと嫌いにはならない。

いや、なりたくない。

自分で自分を見捨ててしまったら終わりだから。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆ^-ｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽはお休みします。

ｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.02.11 Sat たつよし、SHOCK観覧の巻。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日、お疲れMAXの大倉担まひるですけどもー。

しんどいっす。

ﾏｼﾞしんどいっす。

つーか今日のSHOCKを忠義が観に行ってたそうで。
仕事終わって携帯みたら

友達からﾒｰｳ入ってた。

で、ですよ。

今回のSHOCKにもﾌﾞﾗｽﾄの石川直さんは参加して
らっしゃるんでしょうか???
誰か知ってたら教えてください。

今日、朝起きてご飯食べてたら

ｵｶﾝが「頭に巣が出来てるよ。直していきなさい。」

ってあーた。

わかってるってばよ!!!!
まひるをいくつだと思ってるのさ。

幼稚園生じゃないっつーの。

寝起きじゃー。ほっとけ。

そうゆうｵｶﾝこそ風呂あがりの顔で近所ｳﾛｳﾛするのは

やめてけれ。

で、仕事から帰ってきたら

なんかｵｶﾝがTV観てて「これ何か知ってる???」って
全然観てなかったから

「わかんない。」って答えたら

「ｴｲﾘｱﾝ４」って嬉しそうに言ってた。（笑

母上様ー。ｴｲﾘｱﾝ好きなのは知ってるけどさー。

もうｴｲﾘｱﾝなんて何度観たと思ってるのさ。

趣味がおかしいよ。

まひる、そのたびにつきあわされて

たぶんｴｲﾘｱﾝｼﾘｰｽﾞはかんなり見てるね。

ｴｲﾘｱﾝはまだ観れるのよ。



でもｿﾞﾝﾋﾞとかは観れない。

観たことあるけど。（笑

子供の頃はね、結構ｽﾘﾗｰものとかﾎﾗｰものとか

観れたんだけど

今は全然観れない。

あー。でもｸﾞﾛｲのは結構観れるんだよね。（笑

それがｴｲﾘｱﾝに繋がるのかもだけど。（笑

なんで母上様はあんなにｴｲﾘｱﾝが好きなんだろ。（笑

でね、もうすぐﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝじゃないですか???
それでね、忠義に和菓子も渡すことが出来ないのならば

詩を書こうと思ったんですよ。（笑

詩ってゆーかいつもの雑記ですけど。

もうそれ仕事の休憩中に考えてたんだけど

一人でﾆﾔﾆﾔしてしまって変態度MAXなんですけど。
そんなわけでその雑記がﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝにここに載るかどうかは

お楽しみってことで。（笑

そんでね、木曜日に朝起きたら

ｵﾄﾝが「ﾋｰﾀｰ貸してくれ。」って。

何言っちゃってるんですか???
ﾋｰﾀｰ貸したらまひるが凍死するじゃないですか!!!!
会社のﾋｰﾀｰが壊れたんだって。

そんなの噂のくろがねやに行けば

１万円以内で買えるじゃん。

新しいやつ買っておくんなまし。

うちの親ってﾎﾝﾄ無茶だわ。（笑

あ。それでまひるもｹﾞｯﾄしましたよ。

ﾙｯｸｱｯﾄｽﾀｰなんちゃらかんちゃらってやつ。（笑

見開き２ﾍﾟｰｼﾞしかないのに１０５０円も

しくさりやがって!!!!!
あー。それなのに買ってしまうｦﾀ心。

立ち読みじゃﾀﾞﾒなんかーい???って



聞いてやりたくなりました。

はい。ﾀﾞﾒです。

でもいいや。

最近好きな米花くんと屋良ちゃんも載ってたから。

昔だったら絶対まひるの中に米花剛史という文字は

あり得なかったけど

最近もっそいｶﾓｰﾝ状態なんですけども。

あとね、光一くんがもっそい男前ってゆーか

美しかったからいい。

「ﾘﾓｰﾄ」以来だよー。

光一くんにときめくなんて。

「ﾘﾓｰﾄ」すっごい好きだったんだよねー。

あんまりまひるは中性的な人より男前な人の方が

好きらしい。

だから断然たつよしなんですけどね。

今日ね、嫌いな人の着うたが「Endless　Story」だったから
ﾊﾟｿに入ってたやつぶちゃってくれた。（笑

（捨ててやったの意味ね）

じゃ、そろそろ寝ます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽただいまお休み中です。

いや、明日やります。

追伸：石川直さん、今年もSHOCK出演してるそうです。
忠義、ﾄﾞﾗﾑまた教わったのかなぁー。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.02.12 Sun 難題は多いけどそれでも元気です。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

日付詐称で書きます。（笑

ﾎﾝﾄは夜書くはずだったんだけど

空（＠章大）から４日もﾒｰｳ来なくて

心配でﾊﾟｿどころではなくて

ﾊﾟｿを閉じてしまったので。

で、さっさと布団の入ってたら

空からﾒｰｳ来ましてー。

やっかし仕事のことで落ちてるご様子。

ﾒｰｳは途切れる前にもそんな話してたから

ずっと心配で。

やっかしまひると空は一心同体だから

空が落ち込んでたらまひるも若干凹むし。

でもまひるまで落ち込んでたらﾀﾞﾒだって

思って空を励ます言葉を一生懸命考えたけど

相当根が深いようで。（涙

早くいつものﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ空たんに復活して欲しいと

思います。

空たん、早く気持ち切り替えられるといいね。

ｴｲﾘｱﾝ好きなﾏﾏﾝは今日はロンドを見ながら

「危ない。危ない。」って叫んでました。（笑

もうね、そんなﾏﾏﾝが好きです。

まひるはﾏﾏﾝと血の繋がりはないけど

でもﾏﾏﾝの子で良かったって思ってるよ。

人間血の繋がりとかじゃなくて

どれだけ一緒に暮らしたかで決まると思ってます。

血の繋がりを言ったらまひるにはどこかに

本当の家族がいてどこかで笑って過ごしてるんだろうなー

って思います。

前にもこのこと書いたことあるんだけど



本当の親は離婚していて母親が引き取ったんだけど

再婚する時にまひるが邪魔になり

まだ乳飲み子だったまひるを捨てました。

そして拾ってくれたのが今の両親です。

そしてまひるが中学生の時に再婚先で生んだ子供をつれて

まひるに会いにきたことがあるそうです。

まひるは全く記憶にないんですけど

そんなわけでまひるには血の繋がった本当の

兄弟が３人いるそうです。

いや、父親の方も再婚してるかもだから

もっと兄弟いるかもね。

そんな兄弟全くいらないんですけどね。

今の家族がまひるのすべてだから。

でもね、最近家族のお荷物なんじゃないかって

思う時がある。

ﾎﾝﾄの親がいるって知った時から

そんなことを考えるようになった。

話変えますねー。（笑

お腹空きました。（笑

ちなみに今、朝の４時半です。

あと３時間以上待たないとご飯にはなりません。（涙

この空腹をどう過ごしたらいいのでしょう。

最近欠食児童なんですけど。（笑

お茶碗も弟と同じどんぶりに変えて欲しいぐらいで。（笑

可愛い乙女なお茶碗じゃ、２回ぐらいおかわりしないと

足らないんですけど。

しかも最近のお気に入りは瓶詰めのなめたけです。

あれ子供の頃からすっごく好きで。

最近冷蔵庫の中に復活してるんですよ。

あー。なんてまひるってお金のかからない

食生活してるんでしょうね。（笑

中居正広級ですね。（笑

ﾏｼﾞなめたけでご飯３杯はｲｹますもん。

あと食パンは焼かずに何もつけずに食べます。

もちろんﾄｰｽﾄも好きだけどね。



基本的にﾊﾟﾝ大好きです。

でも最近は白いご飯にも心奪われ中。

お肉とﾚﾀｽで炒めたやつに白いご飯。

もっそい美味しいです。

明太子に白いご飯。

キムチに白いご飯。

最高です。

なんか忠義のﾄｰｸっぽくなってしまった。（笑

あーぁ。今頃忠義はきっと夢の中なんだろうなぁー。

どんな夢見てるんだろ???（笑

「ぼーくー。もう食べれませんようー。」
とか言っちゃってるのかなぁー。

色気より食い気か???
あー。でも枕に向かって

「ﾁｭｰしたいー。」って
寝ぼけながら言ってるかもしれません。

今度は色気か???
忠義は色気と食い気は人並み以上に比例してますからね。

食欲満たされたら性欲みたいな。（ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ

って笑ってる場合じゃねー。

それでもそんな忠義が可愛くてしゃーないです。

頭ﾅﾃﾞﾅﾃﾞしてあげたいぐらいで。（笑

ﾈｯﾄで見ました。

昔の忠義と今の忠義が違ってｲﾔってゆーの。

まひるは昔って言っても５年ぐらい前から応援してるんですが

忠義がTV慣れしてきててｲﾔだとか
ﾌｧﾝに媚びてるとか書いてありました。

でもまひるはそれは忠義の成長なんじゃないかって

思います。

当時と今の状況は１８０度ぐらい違うわけで

そのまんまの忠義だったらエイトとして

成立しないと思うんですよ。

TV慣れして何が悪い。
ﾌｧﾝに媚びて何が悪い。



うーん。媚びてって言い方が適切ではないのかも。

ﾌｧﾝｻｰﾋﾞｽがうまくなってってことだろな。

そりゃ確かにまひるが初めて忠義の存在を

知った時に比べたら状況が変わったんだもん。

いつまでも昔のまんまだったらやっていけないと思う。

だからまひるは今も昔も忠義を応援します。

今の忠義に支えられることたくさんあるから。

ありがとう、忠義。

ありがとう、大倉忠義。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

瑛子（＠忠義）

ありさ（＠博貴）

美莉さん（＠亮）

ななさん（＠忠義）

まゆさん（＠忠義）

鈴音さん

雅楽さん（＠忠義）

aya.さん 瑛子（＠忠義）
ご当地ﾁｪｯｸ面白かったー。

なんか結構やってくださった方もいるみたいで。

いやいや、面白話提供ありがとうです。

うんうん。半々とかちょっとお得な気分だったよー。

くつって靴???
くの方にｱｸｾﾝﾄがつくんだ???
山梨はどうなんだろう。

たぶん普通にくつだと思うんだけど

でもｽﾆｰｶｰのことはｽﾞｯｸって言います。（笑

方言って面白いよね。
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好きだなぁー。

ありさ（＠博貴）

なんか春にｺﾝやるって噂広がってるよね???
でもヨコとたちょは２５日まで滝沢演舞城だし、

正直微妙なんだけど

でも亮ちゃんにいつもそんな無理を持ちかけてる

事務所なだけにありうるかなと思ってます。

でも春にやられたら金ねー!!!!!
ﾌｧﾝの人も残念だったと思うけど

１番残念だったのは当の本人の翔くんだったんじゃ

ないでしょうか。

美莉さん（＠亮）

この間はどうもです。（笑

めっちゃﾛｰｶﾙﾈﾀであれ面白かったですよね。

大阪、１０個ぐらいあったんですか???
まひるは１０個もなかったと思うんですけど

でも笑っちゃう場面はいくつかありました。

ななさん（＠忠義）

ご当地ﾁｪｯｸ７０個も当てはまったんですか???
生粋の大阪人なんですねー。（笑

大阪でやってる番組、東京でもやってないものが

ほとんどですよ。

「なるﾄﾓ」もせっかく関東で始まったと思ったんですが

３月で関東では終わるそうです。

エイトの聖地なのにぃー!!!!!
ｶﾞｯｶｼですよ。（涙

まゆさん（＠忠義）

そうですね。

初回盤はゆっくり探した方がいいと思います。



きっとしばらくしたら担降りした人とかが

中古で売ったりしてると思うんで。

そう!!!!
やっすんとたちょが「ｷﾐくん!!!!ｷﾐくん!!!!」って連呼
してるやつもっそい可愛かったですよね。

昔は普通のちょっとおしゃれめ系の黒ぶち眼鏡かけてた

んですけどねー。

どこをどうすればあの眼鏡にたどり着くのかわかりません。（笑

たちょの歌声ｽｯｺﾞｸいいですよね。

まひるも大好きです。

聞いた話だと２幕目の方に弁慶役で出るって

話なんですけど

じゃ、１幕目は???ってゆーもっそい疑問が。（笑
たちょの弁慶姿もっそい似合いそうですよね。

ﾎﾟﾎﾟﾛ、すっごい良かったですよね。

たちょはどんな髪型でもｽﾃｷですよね。

鈴音さん

大阪絵巻の情報ありがとうございます。

今日、市役所の方に電話して在庫の確認をしようと

思ってるのですが

なんか在庫がなさそうで心配です。

なんか大阪の友達に頼んだ方が早そう。（笑

雅楽さん（＠忠義）

初めまして!!!!
ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

何回か見てくださってたんですか???
嬉しいです。

ありがとうございます。

雅楽さんおﾌﾞﾛｸﾞにもぜひお邪魔しますね。

仲良くしてくださいね〜。

aya.さん



初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうですかー。

ﾌﾞﾛｸﾞ名ｲﾝﾊﾟｸﾄありますかー???（笑
ぜひぜひこれからも遊びにいらしてください。

お待ちしてます。



2006.02.13 Mon 国際的だな。（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

もっそい胃がｷﾘｷﾘ痛むんですけど。

なんなんでしょうね。

あ。今日、なんか結局朝ごはんの前に食ﾊﾟﾝ

食べました。

PASCOのｼｰﾙはね、１０点まで集まったよ。
なんかｵｶﾝがいつもPASCOのﾊﾟﾝ買ってきてくれるから。
明日も食ﾊﾟﾝ食べるぅー。

何もつけないで食べるのが好き。

黙々と２枚食べますね。

明日は病院の日。

昼前に起きて準備しなくちゃ。

あ。今日、ｽﾏｽﾏでやってた「裏切り者’０６」ってやつの
「ﾚｻﾞﾎﾞｱﾄﾞｯｸﾞｽ」のﾊﾟｸﾘね。

もっそいかっこよくない???
もうあの音楽聴いただけでﾄﾞｷﾄﾞｷ。

渋い!!!!!
大好きー!!!!!
気になった人はぜひDVD観てね。

今日は珍しく同期だけで仕事しました。

店長もお休みだったし、先輩とかもいなくて。

出張とかでいなかったんだけど

さすがにﾃﾝﾊﾟる。

同期だけだと。（笑

そんな時に限って事件って起きるんだよねー。

なんとか乗り越えたけどね。



今日ね、帰ってきたらご飯がﾅﾎﾟﾘﾀﾝだったんですよ。

しかも粉ﾁｰｽﾞがかかってるやつで。

まひる、粉ﾁｰｽﾞが全く食べられなくて

でもｵｶﾝに悪くて食べれないって言えなくて

上の部分よけて食べたけど

やっかし粉ﾁｰｽﾞの味とにおいで

うー。ってなった。

まひるの３大無理なもののうちの１つだもん。

粉ﾁｰｽﾞなんていつもうちでは使わないから

ｵｶﾝもまひるが粉ﾁｰｽﾞﾀﾞﾒなの知らなかったみたいで。

今度からちゃんと言っておこう。

めったに好き嫌いとかってないんだけどね。

あー。でも意外と探すとあるかも。（笑

あ。そういや、昨日の夜もお腹痛くて

盲腸はやったしなーって一人でいろいろ考えてたんだ。

盲腸の時はひどかったね。

夜中ｽｯｺﾞｲお腹痛くて救急病院に親に連れていって

もらったのね。

そしたら胃薬出されて帰されたんだよね。

もちろんそんなのでお腹が痛いのが治るわけもなく

次の日、ｵｶﾝに付き添ってもらって大きな病院に

行ったのね。

そしたら尿検査で８０％盲腸だろうって言われて。

それでいつもの通院もあったから

かかりつけの病院に行って

診てもらったらやっかし盲腸で。

学校あるし、ﾊﾞｲﾄもあるから

散らしてくれって言ったら

もう手遅れだから無理です。今すぐ入院してください。

って言われて有無を言わさず入院、即手術。

しかも病室が開いてないとか言われてICUに
入れられたからね。（笑

で、１週間ぐらい入院した。

つーか尿検査ぐらいで盲腸って

わかるなら救急で行った時に調べてくれって



話だよね。

ﾎﾝﾄひどい話。

ちなみに立っても座っても居られないぐらい痛いです。

なんかへんな体制でいたのを覚えてるもん。（笑

なんか明日ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝだね。

忠義が洋菓子嫌いなのでちっとも面白くない

まひるです。（笑

一人でｹｰｷ食べようかなぁー。（笑

なんかせめて何か作って写ﾒりたいじゃないですか???
それもむなしくって感じですかねぇー。

おしるこでも写ﾒろうかしらん。（笑

つーかhiroが松ちゃんと付き合ってるんだってー。
全然知らなかったんですけど。（笑

つーか親子ぐらい年離れてないですか???
ｽｯｹﾞって思ってみた。

世の中わからないものです。

確かｽﾋﾟｰﾄﾞ時代にHEY３に出た時
何か作ってったんですよね。

それがもっそいまずかったらしくて

非難GOGOだったのを覚えてます。
そんな時を経てお付き合いですか???
微笑ましいですなぁー。（笑

つーかエイトのｱﾙﾊﾞﾑ、３月１５日ってﾏｼﾞですか???
ｵｰｿﾚの時、ヒナがﾎﾟﾛったって聞いたんですけど。

彼、よくﾎﾟﾛりますよね???（笑
あー。KAT-TUNより前なのは幸いだけど
でも微妙。３月１５日ってNEWSのｼﾝｸﾞﾙ発売日だったっけ???
予約しなくちゃー。

明日予約してこよ。



じゃ、眠いので寝ます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.02.14 Tue ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ、忠義に捧ぐ。

こんにﾁﾊﾟ。

大倉担まひるですけどもー。

大阪絵巻の申し込みしてきたー。

手に入るといいんだけどなぁー。

先着１０００名様って結構微妙。

まぁ、楽しみに待っていよう。

でね、今、雑誌のお取り置きの電話をしたら

雑誌名言っただけで「福原様ですね???」って
言われましたけども。（笑

声でﾊﾞﾚちょる。

ちょいと恥ずかしいではないか!!!!!!
ｦﾀﾊﾞﾚﾊﾞﾚ。（笑

ちなみにまだNEWSのｼﾝｸﾞﾙとエイトのｱﾙﾊﾞﾑは
予約してませーん。

今週中にはしたいなって思ってるんだけどね。

つーかそれで来月ｼﾞｬﾆものでいくら使うんだって

話ですよね???
ｶﾚﾝﾀﾞｰ、KAT-TUN、エイト、NEWSで
確実２万円は越えますよね???
恐ろしい。

ちょっと凹んでみた。（苦笑

演舞城のﾁｹ代もあるし、まひる、生活出来るのかなぁ。

凹むわー。ﾎﾝﾄ凹む。

で、春ｺﾝの噂あるしさ、

そんなお金ないっつーの!!!!!
ｦﾀの財布を何だと思ってるんだよ。

ドラえもんのﾎﾟｯｹじゃないっつーの!!!!!
そんな都合よくｶﾞﾊﾞｶﾞﾊﾞ出てこねーっつーの!!!!!
とか言いつつも今、NEWSのｼﾝｸﾞﾙとエイトのｱﾙﾊﾞﾑ予約してみた。
エイトのｱﾙﾊﾞﾑまだ初回盤とか通常盤とかあるのかも

わからないらしくとりあえず２種類あったら



２種類って形で予約したんだけど

またしても「福原様ですか???」って言われたばい。
あー。もう、はいはい。って感じなんですけど。（笑

ｦﾀの福原様でございます。（笑

なんとでも呼んで!!!!!（笑

つーか結局光にすると言う話は立ち消えになりましたなぁー。

なんかもう別に不便もないし、いいかーって

感じになってしまった。

最近は接続出来ないこともないし、

電話の雑音は相変わらずだけど

別に聞き取りにくくはないし。

あ。でもまひるの行ってる病院にかけると

非常に聞き取りにくいです。

ほとんど聞こえません。

でもそれは前からだしね。

雑音とか関係なくって感じだし。

そんなわけでしばらくADSLでいきます。
今はね、１０００円のお金も惜しいぐらいだから。（笑

ﾏｼﾞでﾏｼﾞで。

節約節約。

今月はね、ﾏｼﾞで節約出来てなかったから

後半は節約頑張るの。

そういや、郵便局で切手入れるﾐﾆ缶をもらった。

そこの郵便局は病院の近くにあるから

病院の薬待ちしてる時に結構利用するのね。

で、今日も大阪絵巻のやつ送るので郵便局行ったんだけど

「いつもご利用ありがとうございます。」って

言ってﾐﾆ缶くれた。

なんかちょっとまひるさん、どこに行っても顔ﾊﾟｽに

なってきたな。（笑

って病院と郵便局とCDｼｮｯﾌﾟと本屋だけだけど。（笑
いつも同じとこで買ってた方が融通がきくじゃん???
それでいつも同じとこでなるべく買うように



してるんだけどね。

あとﾎﾟｲﾝﾄがつくお店とかもあるから

なるべくﾎﾟｲﾝﾄ貯めれて商品券と換えられるお店で

買うようにはしてるんだけどね。

つーかｵｶﾝがべっこし凹んでいてついでに

当たられた。

ふてくされて仕事放棄してﾘﾋﾞﾝｸﾞでTV観てるんだもん。
何かと思って声かけたら当たられた。

別に当たらなくてもいじゃん。

まひる、悪くないし。

何も考えてない能天気な人に見えるらしく

そうは言うけどまひるだって毎月お金の苦しみは

味わってますって!!!!!
自分の趣味でだけど。（苦笑

でもやめるわけにもいかず、苦しいんだって。

ｶﾚﾝﾀﾞｰとか調子こいてNEWSとかも予約しちゃったし。（笑
なんか切なくなってきた。（涙

あ。なんかね、職場に仕事業務の引継ぎをするﾉｰﾄが

あるんだけどこの人絶対秋葉系だって言う人がいるの。

なんか書いてあってその後に「（切実」

って書いてあるんだもん。（爆笑

ﾈｯﾄｦﾀだ。その人、前は素で「ﾏﾝｾｰ」って言ってたからね。

かんなり引いたけども。

ﾈｯﾄ以外で「ﾏﾝｾｰ」なんて言ってる人初めて見ましたって。

しかも本人はそれに気づいていない様子。

痛い。痛すぎる。

自覚症状がないのが１番痛いよね。

まひるなんて自覚しまくりなんですけど。

だから普段とかｦﾀの話とかﾈｯﾄの話とか

しないもん。

至って普通の人ぶってる。（笑

あくまでもぶってるだけなんですけどね。（笑



あ。そだ。

巷では今日はﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝですね。

まひるは忠義に対して何も出来ないので

軽く忠義に文章を寄せたいと思います。

大倉忠義様へ

あなたがいなくては生きていく希望が見つからない。

あなたがいなくては今生きてる価値が見当たらない。

あたしはあなたのたった一部しか知らない。

それでもあなたのすべてを受け入れる覚悟は出来ている。

それでもきっとあなたを好きでいられる。

きっと。

あなたに一瞬でも振り向いてもらえるなら

それだけで一生の幸せだと思える。

だから１秒だけでもいい。

あたしだけを見て。

雑踏の中からあたしを見つけて。

そしてあたしはあなたの瞼にｷｽをする。

はい。笑っちゃうくらいこっぱずかしいものを

披露しましたね。（笑

でもこれがあたしの今思ってる気持ちだから。

永遠に届くことのない永遠の想いなのでーす。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

Wingsさん
なっつんさん（＠忠義）

かをりさん（＠忠義） Wingsさん
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あいにくまひるは英語が大の苦手でして。（涙

なのでだいたいWingsさんの言ってることはわかったんですけど
英語でお返事できなくてｺﾞﾒﾝなさい。

また遊びに来てくださいね。

「頑張る。」です。

なっつんさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

たちょの声聞いたことがないと···｡

Spirits!!などDVDではMCのとことかしゃべってますよ。
低い男前の声です。

ぜひぜひDVDを観てみてください。
盲腸は２年ぐらい前ですね。（笑

ﾎﾝﾄﾔﾌﾞ医者のせいでひどい思いをしましたよー。

これからもぜひぜひヨロシクお願いします。

また遊びに来てくださいね。

かをりさん（＠忠義）

今日、早速エイトのｱﾙﾊﾞﾑとNEWSのｼﾝｸﾞﾙ予約しました。
ついでにKAT-TUNも予約済みです。（涙
しかもｶﾚﾝﾀﾞｰも調子こいてエイトとNEWSとｼﾞｭﾆｱを
予約したので財布がﾋﾟｰﾋﾟｰなんですよ。

あー。ｶﾚﾝﾀﾞｰ、エイトだけにすれば

良かったと今更後悔しています。

ﾃｲﾁｸさんならお願いしたらなんとかなりそうですね。（笑



このｦﾀ心なんとかやめさせたいものですわ。（笑

やめられないんだけどね。（苦笑

また遊びに来てください。

お待ちしてます。



2006.02.15 Wed 好き。好きぃー。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

河相我聞大好きっこ、大倉担まひるですけどもー。

朝、山田孝之さんの隠し子発覚の話を空（＠章大）と

しててその時に久々に河相我聞さんの名前出ましたね。

河相我聞さんもそうだったじゃないですか???
隠し子。

それでまぁ、その話題をしてましたら

久々に我聞さんに萌えっとなりまして。（笑

帰ってきて早々にﾈｯﾄで我聞さんのこと調べてみました。

明後日、ﾗｲﾌﾞがあって（JAZZﾄﾞﾗﾏｰとして）
あとは立川にﾗｰﾒﾝ店を開店してるとのこと。

あー。もっそい行きたいです。

しかもたまに我聞さんも店に出てるとか。

しかもﾗｰﾒﾝｳﾏｲらしい。

行きたい。行きたい。

結婚してても好きなものは好きなんだ。

しかもまひるって何気にﾄﾞﾗﾏｰ好き。（笑

偶然なんだけどね。

ﾔｯﾊﾞｲ。我聞さん大好き。

空には我聞好きは認めてもらえないんですけどね。（笑

あり得ないらしい。

何言っちゃってるんですか???
もっそいｶｯｺｲｲじゃないですか。

隠し子はどうかと思ったけどその後ちゃんと結婚したし、

男前ですよ。

その前に結婚出来る時期じゃないなら

ｺﾞﾑはつけようって話ですけどね。

で、ｱﾏｿﾞﾝで我聞さんのCD買おうと思ったんですが
ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ清算になるので

まひるはｶｰﾄﾞを持ってないから買えないんですよー。

ｵｶﾝにｶｰﾄﾞ借りようかなぁーって思ってるんですけど。

はぁー。どんだけ１日で萌えっとなってるんだって

話ですよね。（笑



そんな理由から河相我聞系の室龍規も大好きなんです。

きーくん好き好きー。

あ。昨日の「ｽｶ☆J」面白かった。
特に最後の忠義の発言の時ね。

誤解させるような行動はやめて欲しいみたいな

発言をして、じゃ、女の人に触られたりするのは

ｲﾔなのかと聞かれたら

嫌いじゃない。（爆笑

ｱﾎだ。ｱﾎ。大倉忠義ｴﾛｲよ。

そんなわけで全国の大倉担のみなさん、

忠義に「好きぃー。」って言って

ﾎﾞﾃﾞｨﾀｯﾁをしてあげましょう。

絶対殺される。

触ろうとした瞬間ﾁｮｯﾌﾟをくらうよ。（笑

ま、それも面白いのでぜひﾁｬﾚﾝｼﾞしてみたいと

思います。（ｳｿです

今日は眠いのでこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.02.16 Thu ﾄﾞ､ﾄﾞﾗﾏ???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

丸ちゃんにしてやられた大倉担まひるですけどもー。

今日は昼過ぎまで寝てそれからﾊﾟｿをいじいじ。

つーか誰かＫＡＴ−ＴＵＮのＤＶＤがいくらか
教えてくんろ。

ＣＤｼｮｯﾌﾟのｻｲﾄ見たけどまだ公表されてないんだよね。

何言っちゃってるんですか???
そこでまひるの人生決まっちゃうですけど。（大げさ

でもたぶん３０００円〜４０００円ぐらいの間だよね。

ｶﾚﾝﾀﾞｰもやたらめったら予約したから

空（＠章大）と温泉に行く余裕もないってゆーね。（苦笑

温泉だけにゆーか???

あ。なんか忠義だけ演舞城のﾘﾊに遅れた理由、

もしかしたら良い報告が出来るかもー。

今、友達に事実確認中。

火曜日ぐらいにﾁﾗっと聞いて「何???」って
思いつつ事実確認してなかったってゆーね。

ﾎﾝﾄだったらいいな。

ってもしかして知らないのはまひるだけとか???（笑
だったらある意味かんなりのめでたい子なんだけど。（笑

まぁ、いいや。

その前に正式発表されそうだし。

わー。意味ねー。

そんなわけでまぁ、今週もやってきました。

木曜日。

木曜日と言えば∞ﾚﾝｼﾞｬｰ更新日とﾚｺﾒﾝ。
な、わけで勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽやります。
今日はまだ∞ﾚﾝｼﾞｬｰは丸と忠義しか読んでないんで
まぁ、ぶっつけ本番なんですけど。（笑



それでもやっちゃうわけです。

ほな、どぞ。

渋谷すばる様

ｽﾞﾊﾞﾙーｯｯｯ!!!!!
また風邪ですか???
雨っていつだろ???
こっちは久々の雨が今日だし。

すばる、お大事に。

また早く元気なすばるが見たい。

会いたい。

内博貴様

毎週毎週白いﾍﾟｰｼﾞの∞ﾚﾝｼﾞｬｰのあなたのﾍﾟｰｼﾞを
開く。

今週も開いた。

無駄なような気もするがまひるには十分意味の

ある行動なのだ。

こうゆうのってやっかしｱｸｾｸ数とかって

調べられてるよね???
それを希望として今、まひるがﾋﾟﾛｷのために

してあげられること。

毎週、ﾋﾟﾛｷのﾍﾟｰｼﾞを開いて待ってる気持ちを

伝えること。

それだけしかまひるにはしてあげられることがないんだ。

いや、きっと探せば他にも出来ることはあると思う。

でも今思いつくのはこれだけ。

錦戸亮様

きっとまひるは亮ちゃんの頑張りを半分ぐらいしか

目に収めてないと思う。

ＳＨＯＣＫも観てないし、ＮＥＷＳｺﾝも行ったことないし。

通勤快速より各駅停車ぐらいで進んで欲しい。

ちなみに山梨では各駅停車のことを鈍行って言います。（笑



この間やったご当地ﾁｪｯｸで見て笑った。

忘れてたんだけどそういやそうだった!!!!
って思い出したのよ。

そんなわけで錦戸亮、鈍行でお願いします。

あんまりｽﾋﾟｰﾄﾞ出しすぎると前を見失うから。

だから鈍行ぐらいがちょうどいい。

丸山隆平様

つーか丸ちゃん、面白い。（笑

くっだらなくて面白い。（笑

これが来週どう忠義が繋いでくれるのかが

すっごく楽しみ。

まひるも忠義からﾁｮｯﾌﾟをくらいたいです。（笑

水平ﾁｮｯﾌﾟじゃなくて頭にﾄﾝとね。（笑

萌え〜。萌える。（笑

まひるはね、一歩がすっごい歩幅が小さくてもいいって

思うんだ。

人より時間かかってしまうかもしれない。

でも人より一歩に時間をかけて進んでるのって

結構いいんじゃない???って思うんだよね。
それでも確実に前に進めたらそれでいいと思う。

人より回り道してしまっても前に進めたらいい。

安田章大様

章大の答えは正しいと思う。

まひるも焦るなってことだと思う。

だからまひるは鈍行列車だったり人より歩幅が小さくても

かまわないと思う。

焦らず自分のﾍﾟｰｽで病気や自分自身と向かいあって

いきたいと思う。

だから時々立ち止まったりすることもあると思うけど

まひるの人生それで大いに結構って思う。

休んでる間にもいろいろ考えさせられることって

たくさんあるじゃない???
そうゆう時間は大切だとまひるは思う。



だから決して休みだからと言って

ﾃﾝﾊﾟる必要もないと思う。

大倉忠義様

こんばんﾜﾝﾂｰ！（笑

いきなし先週からﾊﾟｸり始めましたね。（笑

忠義、ｱﾎだ〜。（笑

ﾄﾘｯｷｰのわなに引っかかってる。（笑

つーか『○能小説』にひっかけてるわけね。

ｷﾞﾘｷﾞﾘ感、漂ってるのは忠義の頭の中だけだからね。

そうゆうとこがｱﾎっつーか

頭ｸﾞﾘｸﾞﾘしたくなるっつーか。（笑

来週、忠義がどんな小説書くのかもっそい楽しみよ。

はいはい。

だいたいまひるは着物なんぞ着てませんから!!!!
だから忠義がいくら「あぁれぇぇぇ〜」って

やりたくても出来ません。

別にやってもいいんですけど。（笑

いや、やりましょう!!!!!
いざ。ﾊﾞｯﾁｺｲ!!!!（あ。これじゃＨＧみたいだ
でも大丈夫。ちゃんと観に行くから。

そんなー。まひるが忠義の晴れ姿観に行かないわけがない。（笑

しかも滝様との共演だし。（そこか!!!!!
あと半月もすれば本番始まるけど

最後まで怪我なく病気なく終えますよう

お祈り申し上げます。

村上信五様

えぇー!!!!!
それってﾀｯｷｰの髪型とかぶらないの???
まひるが章大の打った文章見ると

滝様の髪型が浮かんだんだけど。（笑

ﾄｯﾌﾟ短めのｳﾙﾌﾍｱｰって滝様だよね???
ｳﾌﾟﾌﾟ。ヒナちゃんが滝様のような髪型。

面白い!!!!!ぜひﾁｬﾚﾝｼﾞを。（ｳｿです。



ヒナちゃんは今ぐらいの長さが似合ってると思うよー。

ﾒﾝﾊﾞｰの伸ばさない方がいいの意見は的確ですなぁー。

だっていろは節の頃とかちょっと笑えるもん。

ヒナちゃんのﾛﾝ毛。

だからしばらくはこのままで!!!!

横山裕様

まひるもお腹がすいたのでそろそろこれ書き終えて

ご飯にしたいんですけど。（笑

横山さん、食べて寝たら太るのは

ご自身で実証済みですからお忘れなく。（笑

でもﾎﾝﾄ書くことって毎回悩むよね。

まひるもﾌﾞﾛｸﾞ書くのすっごい悩むし。

長い時は２時間ぐらいかかるもんなぁー。

早い時は３０分ぐらいでﾁｮﾛﾁｮﾛっと書くんだけどね。

そんなわけで横山さんは今日のﾚｺﾒﾝでお会いしましょう。

つーかＫＡＴ−ＴＵＮのＣＤとか何ー???
ｼﾝｸﾞﾙ初回盤がｼﾞｬｹ写違いで６種とかＢＯＸも

あるとか。

全部買ったら２万円近くすんじゃんよー。

とりあえず初回盤のｼﾝｸﾞﾙは１枚だけ予約して

あとは全部予約して

初回盤の残り５枚はＣＤｼｮｯﾌﾟ回って買うことにする。

明日予約してくるぅー。

で、ｽﾄｰｶｰにあってた元ｼﾞｭﾆｱって小原くんだったんだね。

思きっし忘れてた。

もう２５歳になるんだね。

つーか７年もｽﾄってたって異常だよ。

小原くんも大変だったろうに。



ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

しょーこさん（＠忠義）

鈴音さん

瑛子（＠忠義）

みずきさん（＠章大）

ＥＮＡさん

りぃさん しょーこさん（＠忠義）
姉妹で分担して買えるっていいですね。

まひるは男の兄弟しかいないんで

分担とか出来ないんですよねー。

だから明日、ＫＡＴ−ＴＵＮの詳細がわかったので
予約しなおしてこようと思ってます。

ＮＥＷＳとエイトとＫＡＴ−ＴＵＮで
２万超えますね。（涙

ｺﾝは今のとこ予定はないんですけど

とりあえず４月に滝沢演舞城に行きます。

お互い楽しみましょうね。

鈴音さん

たぶん大阪絵巻届くはずなら土曜日あたりかなぁーって

思ってるんですけど。

教えてくださって本当にありがとうございます。

相方が仕事のことで凹んでいて

大阪絵巻のこと話せる余裕がなかったので

相方の名前でお取り寄せしてみました。

手に入るといいんですけどね。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにありがとうございました。
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瑛子（＠忠義）

ｽｶ☆Ｊ面白かったよねー。

たちょの声って低くて目立つから

なんか合間合間にしゃべってる声とかも

もっそい目立つよね。

結局思わせぶりな女の人でもいいんじゃん!!!!って
話だよね。（笑

ﾎﾞﾃﾞｨﾀｯﾁぐらいいくらでもするよねー。（笑

まひるも村上さん大好きー。

ヒナとすばるのも面白かったし、

ヨコとやっすんのも可愛かったよね。

みずきさん（＠章大）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

やっすん担なんですか???
やっすんとたちょのｺﾝﾋﾞ何気に好きなんですよ。

ﾌﾞﾛｸﾞ、いつも見てくださってるとか。

ありがとうございます。

これからもヨロシクお願いします。

ＥＮＡさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ですよね。

ｳﾃｨのﾍﾟｰｼﾞｸﾘｯｸするとか今自分に出来ることかなって

思ったんで。

だからぜひみなさんにもｸﾘｯｸしてもらいたいです。

そうなんですよー。

山梨では各駅のことを鈍行って言うんですよー。

笑っちゃいますよね。（笑

りぃさん



初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうですかー。

ﾌﾞﾛｸﾞ結構見てくださってるんですね。

ありがとうございます。

そう言っていただけると励みになります。

これからもぜひヨロシクお願いします。

仲良くしてくださいね。



2006.02.17 Fri 本気って書いてﾏｼﾞと読む。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

最近寝てばっかりの大倉担まひるですけどもー。

つーかＫＡＴ−ＴＵＮのＢＯＸの方を新星堂さんで
予約して初回のｼﾝｸﾞﾙとｱﾙﾊﾞﾑの通常盤をいつものとこで

予約したのね。

そしたらやっかし聞かれた。

ｼﾝｸﾞﾙの通常盤とｱﾙﾊﾞﾑの限定とＤＶＤとＢＯＸは

どうしますか???って。
そんなん全部買ってられるかー!!!!!
ＢＯＸで済ますってばよ。

一応これでも吟味した結果だから。（笑

もうﾎﾝﾄｲﾔ。

ｦﾀ卒したいぐらいだわ。

せめてエイト１本に絞るとか。（笑

滝つ以降のﾃﾞﾋﾞｭｰ組全部買ってるから!!!!!
しかもｷﾝｷとかＶとか嵐とかもちょこちょこ買うから!!!!!
本気でｦﾀってるんですけど!!!!!
しかも最近光ＧＥＮＪＩとか友達に借りて焼こうかと

思ってるぐらいなんですけど。ﾀﾞﾒですか???（笑
あー。さいですか。ｽﾏｿ。

つーか昨日、友達と電話してて

「そういや、まひるって誰が本命なの???」って
聞かれて「大倉忠義ですけど。」って答えたら

「それはﾈﾀではないの???」って。（何ー???
ずっと大倉担をﾈﾀだと思ってたのか???
失礼だなぁー。

何言っちゃってるんですか???
正真正銘大倉担だっつーの!!!!
ＫＡＴ−ＴＵＮ贔屓のエイト担だっつーの。
どうも田口担の印象が強いようである。

そりゃ相葉担から名も知られてないような



田口少年に降りたさ。

みんなに大丈夫なの???と言われつつ
ﾌﾞｰｲﾝｸﾞの嵐の中田口担になったさ。

でもそれはそれで楽しかったさ。

でもそうゆう過程を経て現在があるのだよ。

Ｒ姉さん。

ま、確かに担当代わり過ぎですけどぉー。

それは認めますけどぉー。

でもｷﾗｰﾝって新たな王子様が出てくるから

なんですって。（笑

でも大倉推しになってからは長いよ。

大倉担暦は２年ぐらいだけど

大倉推しになってからは５年ぐらいになるよ。

所謂巷で言う副担ですか???（笑
あんまり副担って言葉使いたくないんだけど

仁担で副担大倉でやってきましたからね。

あの頃はﾎﾝﾄに２人が好きでまだ今程

仁に夢中だったわけでもなく

たちょに夢中だったわけでもない。

普通のﾌｧﾝの１人として見てた。

今程想いが強くなったのは

ちゃんと大倉担って名乗るようになってからかなぁー。

それから日を追うごとに

忠義のいろんな面が見えてきてそれで一喜一憂して

みたり。

そのたびに大好きになる。

大倉忠義と言う人を本気で思ってる自分がいる。

本気じゃﾀﾞﾒですか???
そう問いたくなる。

でも忠義が本気で頑張ってる姿を

本気で応援しないで見ていられますか???
見ていられません。

本気で答えようと思います。

こんな想いをしたのは何度目だろ???
ここまで本気になったのは初めてなのかもしれない。

いや、過去２度そんな恋をしたのだけれど

その２つの恋は今もまひるの心の中に残ってるし、



いい恋したなって思ってる。

だから大倉忠義を好きと言うこと。

愛してるということ。

まひるがおばあちゃんになって

いい恋したなって言えるような恋にしたい。

だから毎日が一生懸命だし、

毎日輝いていたい。

自分のために、忠義のために輝いていたい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

真優さん（＠章大） 真優さん（＠章大）
ﾋﾟﾛｷのﾍﾟｰｼﾞ確認はもちろん安心するためでも

あるんですけど

でもそれよりも少しでもﾋﾟﾛｷに

気持ちが通じたらいいなって気持ちの方が

大きいんです。

些細なことなんですけどね。（笑
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2006.02.18 Sat もっともっと好きになる。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

大阪絵巻届いたなりー。

ヒナちゃん、むっちゃ男前。

そういや、ヒナちゃんって昔、「むっちゃん」って

呼ばれてなかったっけ???
なんとなく思い出してみた。

ちなみに大阪絵巻って

∞ﾚﾝｼﾞｬｰでヒナちゃんが言ってた
大阪の観光案内の冊子のことね。

先着１０００名様まで配ってるらしいので

お取り寄せしたい人は大阪市のＨＰで

大阪絵巻で検索してみてください。

まひるもﾌﾞﾛｸﾞで教えてもらったし。

つーか書いたのに消えたのでちょっとめんどくさくなってます。

あ。でねー。

上戸彩ちゃんが髪切ったじゃない???
もっそい可愛い!!!!!
まひるは上戸彩ちゃんは断然ｼｮｰﾄ派なのね。

だからもう、金八とか高校教師とか

大好きで。

その頃の彩ちゃんがもっそいﾋﾟｰｸだったんだけど

久々に帰ってきました上戸彩って感じで

すごく好き。大好き。

でね、まひるの我聞病も治まりまして。

やっかし大倉忠義だなと。（笑

もうﾎﾝﾄﾔｯﾊﾞｲんですけど。

ﾎﾟｽﾀｰ見ただけで胸がｷｭﾝってなって

ﾄﾞｷﾄﾞｷするの。



しかも今の携帯の待ちうけがﾌﾟｯｸﾘ唇の

忠義でそれがもっそいｾｸｼｰで。

萌え萌えしちょりますだ。

絶対前より好きになってる。

なんか昨日、忠義と候くんはﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞに

行ったらしいじゃないですか???
で、丸と章大とすばるがＳＨＯＣＫ観劇だったとか。

何ー???
まひるも忠義とﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞﾃﾞｰﾄとか行きたいじゃん。（切実

そしたらまひる乗れない乗り物でも

頑張って乗るから!!!!
怖くたって隣に忠義がいるならﾃﾞﾝﾃﾞﾝ平気。

ただ会いたい。

何がしたいとかこれがしたいとか

多くは望まない。

ただ一瞬でも隣に忠義がいてくれて

ﾎﾟﾂﾘﾎﾟﾂﾘと話す言葉が嬉しくて。

ただそれだけ。

大好きだよ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みしまーす。

ｺﾞﾒﾝなさい。
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2006.02.19 Sun 忠義、ﾄﾞﾗﾏ決定。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

先週話した忠義が演舞城のﾘﾊに遅れた理由ですが

３月にＴＢＳ系の単発ﾄﾞﾗﾏ「ｼﾝﾃﾞﾚﾗ○○○」に

出演することが決定してます。

○のとこがちょっと曖昧でｺﾞﾒﾝなさい。

もう横浜の方でﾛｹは終わってるとのこと。

他の出演者さんとか時間帯とか一切わからないのですが

どうぞﾁｪｯｸしてみてください。

そうです。そのﾛｹに参加していて

ﾘﾊ参加が遅れたとのことです。

忠義にやっとﾄﾞﾗﾏの話がきてｳｷｳｷです。

どんな役所なのかすっごい気になりますよねー。

楽しみですね。

とりあえずみなさんに良いお知らせが出来てよかったです。

これをｽﾃｯﾌﾟに次の仕事に繋げて欲しいと

思います。

亮ちゃん推しの忠義の芝居ですからね。

忠義、おめでとう!!!!!
放送楽しみにしてるね。

とりあえず明日早いので

今日は寝ます。

これだけでｺﾞﾒﾝなさい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽも明日やります。
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2006.02.20 Mon 昨日は暴露っちゃったもんねー。（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

今日うっかり寝坊した大倉担まひるですけどもー。

遊びの時はﾊﾟｰﾍﾟｷに起きれるくせに

仕事となると全く起きれないまひるです。

どんだけ緊張感がないんでしょうか???
仕事に行っても全然目が覚めないし。（笑

遊びの時は結構平気なのに。（笑

明日、病院行こうかなーって思ってて。

ﾎﾝﾄは来週なんだけど来週行ってる余裕ないから。

で、友達に手紙出してりか（＠藤ヶ谷・北山）にも

郵便物送らないと。

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ用意できたし。

送る準備を今夜のうちにしないとねー。

案外忙しいな。

つーかいつもﾊﾟｿやる時、

裸眼なんだけどもっそい画面に近づいてやってる。（笑

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ打ってから近づいて画面確認してる。（笑

もう新しい眼鏡作らないとﾀﾞﾒみたい。

茶色のﾌﾚｰﾑか赤のﾌﾚｰﾑかもっそい悩むんだけど。

ちょっとﾄﾐｰﾌｪﾌﾞﾗﾘｰみたいな感じがいいなぁーって

思ってるんだけど。

でもちょっと髪切ろうかなぁーとかも思ってて。

でも切ったらきっといままでと変わらない髪形なんだろうな

って思ったので

もうちょっと伸ばしてｴｸｽﾃかな。

Ｒちゃんが肩ぐらいまでの髪だったんだけど

ｴｸｽﾃつけて腰ぐらいまで髪があるんだけど

もっそいいいなぁーとか思ってて。

あ。そういや、空たん（＠章大）も眼鏡ﾃﾞﾋﾞｭｰしたらしい。

まひると一緒で乱視が入ってるらしい。

でも眼鏡とかｺﾝﾀｸﾄつけると



世の中明るく見えるよね。（笑

自分がどれだけ視力が悪かったのかわかる。

４月に入ったら新しいｺﾝﾀｸﾄ買って

５月になったら新しい眼鏡作るよー。

もう今の眼鏡は１番最初に作ったやつだから

度があってなくて全然見えない。

もうﾎﾝﾄ来月はｼﾞｬﾆの戦略にﾊﾏって買うものたくさん

ありすぎてｺﾝﾀｸﾄどころじゃないよ。（苦笑

なんか誤解されてるようなんで言っておくと

まひるは担当は大倉忠義一人だけですよ。

副担もいませんし。

大倉忠義ｵﾝﾘｰﾗﾌﾞですよ。

ここまでおおっぴらに大倉忠義ﾗﾌﾞと言ってるのに

誤解されるのは悲しい。

確かにＫＡＴ−ＴＵＮ推しだけどね。
でも最近はｺﾝに行くのも辞めたしね。

去年の春以来行ってないし。

ま、そんな感じです。

あ。つか。

週刊誌見るの忘れた。

でもみんなにお願い。

くだらない記事の時はぜひ立ち読みで済まして

欲しい。

買うと週刊誌側が調子にのるから。

なので読みたい気持ちはわかるけど

ぜひ立ち読みで。（笑

お願いします。

そだ。明日、病院の帰りにｹｰｷ買おうー。

もっそいｹｰｷが食べたいの。

生ｸﾘｰﾑたっぷりのやつが食べたいの。

太るからよせしって言われても絶対明日は食べる。



もう昨日、ちょっとだけ食べたのね。

で、今日また食べようと思ってたらｵﾄﾝに

食べられてしまってｼｮｯｸだから

明日絶対食らう。（笑

つーかｵﾄﾝもその顔でｹｰｷとか食べちゃう???
とかちょっと思ってみた。

ちなみにｵﾄﾝは渡哲也にそっくしです。（爆笑

前から似てるなって思ってたんだけど

そんなのまひるの好く目だよとか思って

人様に言わなかったんだけど

この間、ｵｶﾝも言ってたし、

友達にも言われた。

やっかし似てるんだ???（笑
渡哲也をちょっと濃厚にした感じ。（笑

ちょっとｳｹる。（笑

ちなみに性格はｽｯｺﾞｲｵﾄﾝ似。

でもｵｶﾝ似よりはｵﾄﾝ似の方がまひるは好きだったりする。（笑

だってｵｶﾝ、めっさ細かい性格してるもん。

だから大雑把なｵﾄﾝに似てる方が嬉しい。

大雑把が良いかどうかは知らないけど。（笑

Ｒちゃんちなんてごっつ美形家族でびっくしするし。

お兄ちゃんとお姉ちゃんもＲちゃんももっそい美形。

ﾏﾏﾝはまだ見たことないけどたぶんものごっつ美人さんだと

思うー。

激しく裏山。

また面白いことに妹さんだけ普通なの。（笑

ｻﾞｯﾂ凡人。（失礼

ちなみにうちは至ってﾉｰﾏﾙな家庭です。

ｻﾞｯﾂ凡人です。

忠義んちとかめっさ美形家族っぺー。（笑

でもｺーｽﾞｨｰの顔は知ってる。（笑

ま、小学校の卒ｱﾙですけどね。

全然忠義と似てないのね。

ﾕｰﾀｰの方が気になるんですけど。

もうね、尊敬する人、

大倉ﾀﾀﾞｼにしたいぐらいで。

ﾏｼﾞでﾏｼﾞで。



つーかささくれ取ったら血が出た。（涙

しかも右手限定。

女の子の手じゃないな。

あ。でもRちゃんに握手したい人NO.1の手って
言われていつも仕事中にﾑﾆｭﾑﾆｭ触ってくるんですけど。（笑

Rちゃんの手はすっごい細くて
おばあちゃんの手みたいって言われるんだって。（涙

まひるの手は白くてﾑﾆｭﾑﾆｭしてるらしいです。

自分じゃわかんねー!!!!!
白いのはわかるけど。（笑

まひる、もっそい色白いんですよ。（笑

侯くん級で。

侯くんには負けるとは思うけど。（笑

話が長くなってきたのでこの辺でおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

明日まとめてやります。

ｺﾞﾒﾝなさい。

たくさんのｺﾒﾝﾄありがとうございます。

追伸：森田剛くん、２７歳の誕生日おめでとう!!!!
２７歳に全然見えない剛つんが好きです。
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2006.02.21 Tue ｱﾙﾊﾞﾑ待ちきれないんですけどぉー。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

道路を工事しててもっそいｲﾗｲﾗする大倉担まひるですけどもー。

ｼﾞｬｰｼﾞでｳﾛｳﾛしてたらｵｶﾝに

そんな格好でｳﾛｳﾛしないで!!!!!
ときつくしかられましたー。（涙

ｼﾞｬｰｼﾞぐらいいいじゃん。

まっぱでｳﾛｳﾛしてるわけじゃないんだし。（笑

まひるはしないけどみんな結構ｼﾞｬｰｼﾞでｺﾝﾋﾞﾆとか

行くじゃん。

それは良くてまひるの庭をｼﾞｬｰｼﾞでうろっかは

ﾀﾞﾒなのぉー???
なんか悲しいわ。

手厳しいですな。母上様。

あ。そだ。りか（＠藤ヶ谷・北山）に荷物送った。

後でﾒｰﾙしておこ。

荷物大きいですねって言われて何が入ってますか???
って聞かれたので書類って言ったら

大きい書類ですねー。って。（笑

ちなみにﾎﾝﾄはﾄﾞﾘﾎﾞのﾍﾟｰﾊﾟﾊﾞｯｸﾞです。

あまりにも大きくてﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙは見つからないわ、

仕事の時は持って行けないわで

結局今日になってしまいました。

りかたん、ｺﾞﾒﾝなさい。

つーか今更ながらｦﾀ誌買いまして

P誌のヒナがやっすんにしかけたいたずらってのが
もっそい気になって。（笑

ここでは言われへんようなことって何???
しかもヒナが攻められて逆ｷﾞﾚしてるし。（笑

知りたい。知りたい。



やっすんいじられすぎてますます乙女ｷｬﾗに

磨きがかかってますけど。（笑

つーか知りたい。

昔からやっすんのことが好きな人は

昔の男らしいやっすんと今のやっすんで違和感はないのですか???
いや、昔からいじられｷｬﾗではありましたけどもー。

乙女ではなかったね。（笑

あー。でもまひる、忠義の男らしい部分と

かわいこちゃんｷｬﾗの両方受け入れられるから

なんかありな気がしてきた。（笑

そ、そ。近くに新しくﾌｧﾐﾏが出来たんですよ。

なんかうちの近く結構ﾌｧﾐﾏ率高いかも。

ﾌｧﾐﾏかｾﾌﾞﾝかなぁー。

本屋とかも近くにあるから結構行きそう。

ｾﾌﾞﾝはね、量はたくさんあるけど

種類が少ないの。

でもｾﾌﾞﾝのｼｭｰｸﾘｰﾑもっそい好き。

ｸﾘｰﾑがﾏｲﾙﾄﾞで激ｳﾏ。

よく買うね。

ｺﾝﾋﾞﾆで１番好きなのはやっかしｾﾌﾞﾝかな。

ﾛｰｿﾝも好きだけど。

ｾﾌﾞﾝのお弁当が１番ﾏｼな気がする。

まだｾﾌﾞﾝのATM使ったことないけど。
なんか意外と銀行に行ってる。（笑

銀行と郵便局はかんなり行ってるね。

振込みとかがあるからかなぁー。

ｾﾌﾞﾝとかでも振込みできたらいいのに。

そしたらたぶん行く。

最近ｺﾝﾋﾞﾆ強盗が山梨で多いんですよ。

そしたらYちゃんが遭遇したいって言い出して。（笑
Yちゃん、実は空手の有段者でして。
関東NO.2なんだって。
絶対捕まえるとか意気込んでました。（笑

最近Yちゃんと会ってないなぁー。
元気にやってるのかしら???



絶対無事だな。（笑

で、忠義に問う。

女の子が空手の有段者とかでも全然OKですか???
それとも自分で守りたいﾀｲﾌﾟですか???
まひるとしては守って欲しいんですけど。（笑

案外ﾍﾅﾁｮｺっぽい。（苦笑

やっすんは乙女のふりして実は守ってくれそう。

やっかし男の人はある程度強くいて欲しいですよね。

だから最近ちょっと上ﾌﾟ見直したの。

自分の彼女ぐらい自分で守れないとみたいな

こと言ってﾎﾞｸｼﾝｸﾞ始めたみたいだから。

ってこれって上ﾌﾟに騙されてる???（笑
なんか弟に聞いた話だとうちの近くに

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑがあるって聞いたことあるんだけど

ちょっとﾀﾞｲｴｯﾄもかねて通いたいなぁーとか

思ってて。

あと自分の身ぐらい自分で守れないとって時代でしょ???
だからもっそい興味深々なんだけど。

忠義さん、ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑに通ってもいいですか???
でも３日坊主とかになりそう。

ｷｯｸ力には自信あるのね。

だからｷｯｸﾎﾞｸｼﾝｸﾞとかでもいいんだけど。

楽しそう。

でもよく見る夢がｻｯｶｰﾎﾞｰﾙを空振りする夢。（笑

まひるに限ってそれはあり得ないんだけど

なぜかよく見るのよ。

何気に女子ｻｯｶｰ部とか作ろうと思ったぐらいの

ﾃｸﾆｯｸは持ってるんだよね。

男子とよくｻｯｶｰやってたから学校の女子の中で

１番うまかったし。

ヒナちゃんのﾁｰﾑに入れて欲しいぐらいで。

つーか只今、靴下探索中。

寒いから靴下履いて寝てるんだけど

寝てる時脱げたみたいでﾍﾞｯﾄﾞの中から

靴下が片方見つからないんだよねー。



もう３日ぐらい見つからないの。（笑

別に普通の靴下だからなくてもいいんだけど。（笑

早く来い来いエイトｱﾙﾊﾞﾑ発売日。

もう気分は３月１５日なんですけど。

１４日が病院行く日だから病院行く前に

買って来ようかなぁーって。

病院終わってからだと１６時過ぎちゃうし。

早く聴きたいもん。

たちょのｿﾛ部分とかあるかなぁー。

たちょの歌声大好きだからたくさんあったら

いいなーって思うよ。

ﾍﾌﾞﾝﾘみたいなやつ。

ｽﾞｷｭﾝって感じであると最高。

ｷｭﾝってなってｷｭﾝ死する。（笑

考えただけで萌えっとなるわ〜。（笑

さ、さ。早く今日はﾌﾞﾛｸﾞ更新してTV見なくちゃ。
ごっつぁんが出るﾄﾞﾗﾏ見るの。

なんか別にごっつぁんは好きじゃないけど

内容が面白そうだから。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

瑛子（＠忠義）

実樹（＠にの・慶一郎）

ぴぃさん（＠忠義）

あぉさん（＠忠義）

ななさん（＠忠義）
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なっつんさん

鈴音さん

eriさん
舞華さん（＠忠義）

陸（＠忠義）

祐輝さん

yuri姫さん（＠忠義）
さき（＠章大）

魅甘さん（＠忠義）

歩さん 瑛子（＠忠義）
鈍行は方言だね。（笑

なんか思わせぶりな態度って

普段、たちょがやられてて失敗してるんじゃないのぉー???（笑
妙にﾘｱﾙだったもん。（笑

そんなたちょが可愛いんですけど。（笑

実樹（＠にの・慶一郎）

お知らせありがとうー。

ﾘﾝｸ変更しておくねー。

最近絡んでなかったからまたﾊﾞﾝﾊﾞﾝ絡んでいこうね。

これからもﾖﾛｼｸ。

ぴぃさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

大阪絵巻、手に入るといいですねー。

ヒナちゃん、めっさ男前でしたよ。

あ。あとたちょがﾘﾊに遅れた理由はこの間書いた通りです。

ﾄﾞﾗﾏﾛｹですね。

ぜひまた遊びにいらしてください。

お待ちしてます。

あぉさん（＠忠義）

初めまして。



ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そんな、いつものつまらない雑記ですよ。（笑

でもたちょの目に一瞬でも映れるのなら幸せかなと

思います。

また遊びにいらしてください。

お待ちしてます。

ななさん（＠忠義）

えぇ???
ﾏｼﾞですか???
まひるの話す家族の話なんて面白いんですか???（笑
初めて言われました。（笑

いや、嬉しいです。

うちの親、ちょっととぼけてるからねー。（笑

これからもぜひぜひ仲良くしてください。

なっつんさん

こんばんﾜﾝﾂｰ。

そうなんですよー。

１５日にｱﾙﾊﾞﾑ出すんですけど

予約の締め切りがあって今月いっぱいまでって

ヨコがﾚｺﾒﾝで言ってました。

まひるはエイトもNEWSもKAT-TUNも予約しましたよ。
ｶﾚﾝﾀﾞｰ発売もあるからﾎﾝﾄお金なさすぎです。（涙

ぜひぜひエイトのCD買ってあげてください。
初回盤にはDVDもついてくるんで。
必見です。(笑

鈴音さん

あ。丸とすばると章大が観劇してた時、

鈴音さんも観劇されてたんですか???
それはﾗｯｷｰでしたね。

うらやましいですぅー。

まひるとしてはﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞの方に行きたかったんですけどね。



eriさん
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうなんですよー。

先週の月曜日ぐらいにﾄﾞﾗﾏﾛｹの話聞いて

確認が取れていなかったので

確認をとってのお知らせでした。

もっと早く確認取れたはずなんですけど

まひるがうっかりしてました。（苦笑

ちなみにTBS系らしいですよ。
そんな役か楽しみですね。

舞華さん（＠忠義）

お久しぶりです。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうですね。

最近たちょも人気がかなり上昇してるんで

事務所も手を打ったって感じですかねぇー。

たぶん亮ちゃんのようなﾊｰﾄﾞｽｹはこなせるような

ﾀｲﾌﾟではなさそうなので

普通に適度に仕事をくださったら嬉しく思います。

同じ大倉忠義を恋して病まぬもの同士頑張りましょうね。

陸（＠忠義）

そうなんだよー。

ﾄﾞﾗﾏに出るんだよー。

先週ぐらいからわかってたことなんだけど

まひるが確認取らずにいたから

今更の発表になりました。

なんかね、まひるはたぶんｳｷｳｷで見ると思う。(笑
ﾗﾌﾞﾗﾌﾞなｼｰﾝとかあったら凹むけど

忠義が望んでたﾄﾞﾗﾏのお仕事だから

素直におめでとうと言う気持ちでいっぱいです。



祐輝さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

いやー。ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝのあの雑記ですか???（笑
お恥ずかしい限りです。

これからも見てやってくださいまし。

ﾖﾛｼｸお願いします。

yuri姫（＠忠義）
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

よしくん、ﾄﾞﾗﾏですねー。

なんかすっごい望んできたことなので

自分のことのように嬉しく思います。

○○○の部分どこかで見たんですけど

また忘れました。ｽﾐﾏｾﾝ。（涙

さき（＠章大）

了解しましたー。

ﾘﾝｸ変更しておきました。

また遊びに行くねー。

絡んでちょー。

魅甘さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾌﾞﾛｸﾞ見てくださってるそうで。

ありがとうございます。

ｽｯｺﾞｸ嬉しいです。

また何か情報入りましたらお知らせします。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。



歩さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ROMってくださってありがとうございます。
ﾄﾞﾗﾏのことは一言ﾌﾞﾛｸﾞの方にここで見たこと

書いていただけたらﾌﾞﾛｸﾞに書いてくださっても

結構ですよ。

無断で自分の情報みたく書かれるのは

悲しいですけど。（涙

これからもﾖﾛｼｸお願いします。



2006.02.22 Wed ｼﾝﾃﾞﾚﾗになりたい。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

久々の連休の大倉担まひるですけどもー。

正式ﾀｲﾄﾙ「ｼﾝﾃﾞﾚﾗになりたい」ですね。

しかも何???
TBS系の深夜枠かと思ってたら思いっきし昼間。
しかも主演。

ｽｯｺﾞｲわ。

改めまして

忠義ﾄﾞﾗﾏ主演おめでとう!!!!!
山梨では見れそうにないので誰かに録画頼むことにするよ。

３月１８日TBS系１４時から
「ｼﾝﾃﾞﾚﾗになりたい」です。
あ。なんか今土曜日のTV欄見たら東京と山梨の番組が
一緒だったからもしかしたら見れるかも。

見れたら仕事休み入れちゃいます。

だってﾘｱで見たいもん。

つぉーっっっ!!!!!!
はい。すいません。

意味はありません。

まひるの心の叫びです。

ｾｲｾｲｾｲ!!!!
ﾚｺﾒﾝﾌｫｰ!!!!!
ｹﾞｽﾄ、KAT-TUNからエイトに代わりました。

つかね、やっかし眠りが浅いのですよ。

浅い???深いかもしれないけど短いの。
４時間ぐらいで目が覚めるの。

今日も一旦朝６時ごろに起きてるし。



昨日寝たの２時半のくせに。

で、寝ないと頭痛くなると思って

７時頃から寝たんですよ。

やっかし４時間で目が覚めるんだよねー。

それでも眠れたから良かったけど。

最近ｵｶﾝﾁｪｯｸの厳しい日が続いております。

今日はね、ｺﾞﾐ袋を外に出しに行ったのね。

そしたら階段から無言でずっと見てるの。

こわっ!!!!!
で、「何???」って聞いたら
「ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙはつぶしてね。」って。

つーか今捨てたの燃えるｺﾞﾐだし。

しかもﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙの方もちゃんとつぶしてるし。

ｵｶﾝﾁｪｯｸ最近厳しいよなぁー。

何かｽﾄﾚｽ溜まってるんだろうか???
夜出かけたりして発散してるはずなんだけどなぁー。

ｵｶﾝは細かすぎるんだよねー。

だからｵﾄﾝのｲﾔなとことかたくさん見えるみたいで。

その話聞いてても別にそれぐらいいいじゃんっていう程度の

細かいことなの。

それはまひるがO型だから???（笑
性格だから???（笑
弟ももっそい細かい性格で潔癖症のところがある。

O型のまひるからしたら人間おおらかに
生きようよって感じなんだけどね。（笑

つーか今、CDｼｮｯﾌﾟから電話ありまして
KAT-TUNの初回ｼﾝｸﾞﾙが予約出来なかったそうです。
やっかし小さなお店じゃﾀﾞﾒだな。

３００枚発注して２枚しか入ってこないって!!!!!
ｱﾎかﾎﾞｹｪ。

BOXの方新星堂で予約してて良かったぁー。
別にいいや。初回手に入らなくても。

通常の方が曲多いんだし。



でもなんか悔しいな。

きっとKAT-TUNの初回ｼﾝｸﾞﾙが店頭に並ぶことはないと思う。
どんだけ人気なんだよ。

なんかエイト担でほっとする。

やっかし自担のCDとか手に入らなかったらｲﾔだし。
人気ありすぎるのも問題だよな。

大倉担で良かった。

はぁー。たちょのﾄﾞﾗﾏが楽しみで仕方がないよー。

なんか男前になれる薬をもらってって話なんでしょ???
だから絶対ﾗﾌﾞありだよね。

あ。ちょっと切ないかも。

たちょ、ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにおめでとう。

また寝ます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽは夜やれたらやりまーす。
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2006.02.23 Thu 本日のﾚｺﾒﾝはこいつらだ!!!!!（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

白夜行、なんか穏やかな感じになってきたなぁー。

ちょっと安心した。

もう誰かが死んだりとかはつらすぎるって思うから。

うー。もっそい眠い。

昨日は早く寝たけど途中で何回か起きたし、

今日も６時ぐらいには起きてたし。

で、ﾊﾟｿやって仕事行った。

なんかﾎﾝﾄまひるってﾊﾟｿ依存症だなぁーって思うよ。

ﾊﾟｿがないと生きていけないね。（笑

部屋にいる時はずっとﾊﾟｿの電源入ったまんまだし。

で、音楽ｶﾞﾝｶﾞﾝに鳴ってる。（笑

そ、そ。

auに家族割みたいなやつでMY割ってやつが
出来たのね。

１人でも家族割みたいに安くなるやつ。

それに申し込もうとauに電話したら
受付時間終わってた。（笑

電話で申し込みできるみたいだから

明日MY割、申し込むよー。
３５％とか安くなるんだもん。

絶対入らなきゃ損だよね。

で、１つ言っておくとまひるは裏の取れてないﾊﾟﾁ情報は

流しません。

なんかちょっと一言言われたんで

ｺﾒﾝﾄ返しておくとそうゆうことです。

信じたくなければ信じなければいいし、

それは見た方の判断でお願いします。



でもまひるはﾊﾟﾁ情報は流しません。

それじゃ、今週もやりますかー???（笑
いっちょやったる!!!!
勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ!!!!!

渋谷すばる様

ﾏｼﾞでぇ????（喜
裸の少年にすばるとﾁﾝ○

ﾝｼﾞｰで出るの???
もっそい嬉しいー。

つーか一言言っていいですか???
「ﾁﾝ○

ﾝｼﾞｰ。」って名前を改行するのはやめてね。

普通にｺを入れてしまうから。（笑

ま、そんなすばるの思惑にまんまと引っかかる

大倉担まひるですけどもー。

なんか裸の少年も風ﾎﾟﾝと忠義が出たやつ以来見てないんですけど。

いつだよ!!!!って話ですよね???（笑
録画はしてるんですけどね。（笑

だからﾋﾞﾃﾞｵが溜まりっぱなしなんだよね。

出た!!!!出た!!!!
生涯反抗期ですか???
でもそうゆう人ってﾎﾝﾄ男前の生き方してる人多いよね???
うーん。

例えるなら岩城晃一さんとか。

まひるは好きだなぁー。

そんな、すばるが。

どこまでもついてくぜ!!!!

内博貴様

こんばんﾜﾝﾂｰ。

今週もﾊﾞｯﾁｼあなたのﾍﾟｰｼﾞ開きましたよ。

そして文章のひとつひとつを読んだよ。



忙しい絶頂期だったんだよね。

ｽﾄﾚｽ溜まってたんだろうなぁー。

ﾋﾟﾛｷの気持ち、痛い程に感じるよ。

中にはひどいことを言ってる人達もいるけど

でもそんな悪意に満ちた気持ちを跳ね飛ばすぐらいの

気持ちでeighterのみんなが待ってること忘れないで。
いろんなこと噂する人がいる。

でも蹴散らして頑張ろう。

錦戸亮様

亮ちゃんのこの言葉が誰に向けて発せられたものか

わからないけど

でも亮ちゃんの言ってることわかる。

一生懸命頑張ってる亮ちゃんだから言える言葉だと

思う。

そうゆうﾔﾂにははっきり言ってやったらいいと思う。

でも言い損ってゆーか言ってもわからないﾔﾂには

言わなくてもいいと思う。

そうゆうﾔﾂはｼｶﾄで。

丸山隆平様

ﾉﾛｳｨﾙｽなんて初めて聞いたよー。

まひるの風邪もそうだったのかなぁーって思ったけど

鼻水も出たし、咳も出たから違うな。（笑

舞台観に行ったんだね。

SHOCKも観に行ったしね。
丸ちゃんもたくさん舞台観て少しでも次の仕事に

向けて学ぶことがあったらいいね。

なかなか舞台観たからってそれをすぐ自分の力に

するってことは難しいかもだけど

でもこうゆう演じ方もあるんだとか

そうゆう簡単なことでもいいと思うんだ。

まひるなんかに何がわかるって話だけど

でも観る側の立場だからこそ言えることも

あると思うんだ。



少しでも丸ちゃんやエイトメンのためになる発言が

出来たらいいな。

頑張ります。

安田章大様

どうもー。

福原まひるです。（笑

出た!!!!!出たよ!!!!!
やっすんのｵｼﾞﾊﾞｶ。

でもわかるわかる〜。

まひるもｵﾊﾞﾊﾞｶだから〜。（笑

兄ちゃんの子供は２人とも男の子なんだけど

もうね、生まれた時から

髪の毛がﾌｻﾌｻで。（笑

もみあげとかも相当立派で。（笑

１ヶ月で自分の名前に反応するって大人だなぁー。

笑ったり、指でﾂﾝﾂﾝってつついたりして

その手をｷﾞｭって握ってきたりすると

もうー。ｶﾜﾕｽ。
この間、上の子が６歳の誕生日を迎えたんですよ。

たまにお店とかに兄ちゃんが連れてくるんだけど

お店でも評判良くてね。

うーん。ｶﾜﾕｽ[:ハート:]

大倉忠義様

いきなしそう来たかー。（笑

でも意外と忠義に文章書く才能があることが

わかった。

意外とは失礼だったね。

ｺﾞﾒﾝ。ｺﾞﾒﾝ。

でもさすがに物事を表現する仕事をしてるだけあって

丸ちゃんも忠義も面白い文章書くよね。

でもちょっとｻﾖﾅﾗの展開があっけなかった気がする。

そんなことで別れちゃうんだ???
ってちょっと思った。



ま、５回限定の小説だから仕方がないのかも

しれないけど

状況説明だけかんなり手が込んでるんだけど

会話の内容が浅いってゆーか。

さとるのｷﾞｬｸﾞが出そうになったときの栞の言い方が

もっそい面白かったけど。（笑

完全に尻に敷かれてる。（笑

と、小説の感想はこんな感じかな。

ちょっと辛口だった???
で、最後、なんでﾁﾗﾘｽﾞﾑの話が出てくるの???（笑
さては何かに遭遇したなー!!!!!

たーだーよーしー!!!!!!
やっかし己変態なり。

村上信五様

僕がどの曲歌ってるかはお楽しみ???
ってことはヒナにｿﾛﾊﾟｰﾄあり???
あのヒナに!!!!
あのﾚｺﾒﾝでｻﾗｲを音痴極まりない程はずして歌ってた

ヒナに。（笑

しつこい!!!!（笑

そう!!!!!
点数じゃないんだよ。

どれだけやろうとするか、どれだけ頑張ったかが

大切なのであって結果は後からついてくるものだと

まひるも思う。

結果がすべてではない。

良ければ良かったに越したことはないけど

でも点数がすべてではない。

未知なる部分は自分のやる気と根気で埋め尽くしたいと

思ってます。

なせばなるんです。

横山裕様



何かに夢中になってる時、一生懸命になってる時は

時間が経つのが早く感じると思います。

それだけ今のヨコの生活が充実してるから

１週間が早く感じるんだろうね。

横山さん、大ﾌﾟｯｼｭの三兄弟ですからね。

音源になるのはﾎﾝﾄ嬉しいです。

３人も嬉しいかもしれないけど

それ以上にﾌｧﾝのまひる達も嬉しいんだよ。

特典、楽しみにしてるね。

とりあえず今日はﾚｺﾒﾝで会いましょう。

もちろん、忠義も。

エイトメン、今夜はﾚｺﾒﾝで。

あと１時間切ったー!!!!!!

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ溜まってますけどｺﾞﾒﾝなさい。

明日なんとか頑張ります。
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2006.02.24 Fri 今日はこんなんです。（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

ｼﾝﾃﾞﾚﾗﾎﾞｰｲこと大倉忠義担当まひるですけどもー。

世の中に男前集団はKAT-TUNだけじゃないことを
知らしめてやってくれ。

友達に今は関ジャニ∞を応援してるんだよねー。
みたく言ったら

「あの笑いを主としてるｼﾞｬﾆｰｽﾞっぽくないｸﾞﾙｰﾌﾟ???」
って言われました。（笑

ある意味絶賛ですよ。

よくわかってらっしゃる。

そこがエイトの売りだからね。

そんなわけでエイトはもうわかってるので

次は大倉忠義を友達にお知らせしたいと思います。

あー。しまった!!!!

友達は年上の猿顔が好きだったんだ。

例えば、久保田利伸とか織田裕二とか。

猿顔なんてｼﾞｬﾆｰｽﾞにいたっけ???
みんなｼｭｯとした顔してるしなぁー。

友達に薦められる顔ねー。

やっかしTOKIOとか???（笑
他全く思いつかないよ。

今更TOKIOなんてお薦めしなくても
顔と名前ぐらい知ってそうだしなー。

でもきっとたちょのことはｶｯｺｲｲと言ってくれそう。（笑

じゃ、ｦﾀ誌片手に遊びに行こうー。（笑

今日はｺﾝﾋﾞﾆご飯だったんだけど

ｺﾝﾋﾞﾆ大好きだからついつい買いすぎてしまうんだよね。

しかも全部食べないと気がすまないし。（笑

だからねー、今日はもっそい食べた。

ちなみに最近牛丼にﾊﾏってて。（笑

牛丼とﾄﾞｰﾅﾂとｱｲｽとﾘｯﾂ食べた。



最後に食べたﾘｯﾂも超ﾊﾏってて。

ﾘｯﾂのﾁｰｽﾞの間に入ってるやつね。

あれめっさうまくない???
食べだしたら止まらないもん。

そんなわけで食べ過ぎて動くのもｲﾔになり

１時間程ぐうたら寝てました。

いい感じに眠気が襲ってきて軽く意識飛びました。

もう、ﾎﾝﾄ食べるの大好き!!!!!
美味しいもの食べてる時がもっそい幸せ〜。

しかも食べるの遅そうとか言われてるんだけど

実はもっそい食べるの早いです。

そして空（＠章大）がもっそい遅いです。（笑

空が半分ぐらい食べてる間にまひるは食べ終わってしまうの。

いつか忠義とご飯ﾃﾞｰﾄがしたいです。

妄想ですけど。(笑

つーか昨日、寝る前にMY割申し込んだ。
なんか電話じゃなくても携帯からも

申し込めたからそっちで申し込んだんだけど

年割に入ってるんだけど

２つは同時に申し込めないんだね。

知らなくてちょっとﾃﾝﾊﾟった。

どっちの方が安いか知らなかったからね。

でもMY割の方が安いことを知って
MY割にしたけど。

そ、そう。

それでね、毎週、慶ちゃんのﾒﾝ愛を見てるんだけどね、

実はﾅｰｽあおいを見てないので

慶ちゃんの話が半分もわからないんですけど。

なんで、ﾅｰｽあおい見てないんだろうなー。

なんかもうﾅｰｽものってだけで見る気がしないんだよね。

なんとなく話が想像出来るから。

ﾎﾝﾄ慶ちゃん、ｺﾞﾒﾝね。

って謝るぐらいなら見ろよ!!!!



って話ですよね。（苦笑

ｽﾏｿ。

なんかｶﾞﾁﾊﾞｶも見るの辞めちゃったしね。

先週は慶太がﾒｲﾝだったから見たけど。

そんなわけでてごにゃんのｷｽｼｰﾝも見れませんでした。

そこはもったいないことしたなって思ったけど。

てごにゃんのｷｽｼｰﾝ見たかったってばよ。

基本的にTVあんまり見ないんですよ。
ﾄﾞﾗﾏも見てるのは西遊記と白夜行と喰いﾀﾝで

たまにｱﾝﾌｪｱ見てるぐらい。

あ。でも亮ちゃんの出てるﾄﾞﾗﾏはちゃんと見てるよ。

それはもちろん。

たちょのﾄﾞﾗﾏが山梨でも放送するなら

絶対仕事休み入れるし。

ﾘｱで見たいもん。

ｽﾄｰﾘｰ見ただけで面白そうだし。

で、男前役がたちょってのがｳｹるんだけど。（笑

いや、男前ですけど。（笑

あ。今日、エイトのｶﾚﾝﾀﾞｰ発売日だったんだよね。

ｽﾏｿ。まひる、まだ買ってません。

来週、NEWSのｶﾚﾝﾀﾞｰとｼﾞｭﾆｱのｶﾚﾝﾀﾞｰと一緒に
買いに行きます。

昨日、ﾚｺﾒﾝでﾛﾏﾈがかかったから

今日はﾛﾏﾈ、ﾘﾋﾟってる。

もうね、ﾛﾏﾈは条件反射で聴くと涙出てきちゃうんだよね。

特に前夜祭のことすごく思い出す。

ﾛﾏﾈって言うと前夜祭みたいな感じがあるもん。

あれは名曲だよ。

もう詞もいいし、曲もいいし、

最高だね。

今日はﾈﾀなしなのでこの辺で。

ほなおつー。



君は私のすべてではない

だけどいないとすべてがﾀﾞﾒになる

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

美莉さん（＠亮）

歩さん（＠忠義）

みずきさん（＠章大）

理穂さん（＠博貴・亮・忠義）

ゆりえさん（＠忠義）

陸（＠忠義）

なっつんさん

りぃさん

さおりさん

ぴぃさん

ミナミさん 美莉さん（＠亮）
やっかし靴下履かないと寒いですよねー。

まひるは普通の靴下履いて寝てるんですけど

ﾎﾝﾄはﾓｺﾓｺした毛糸で出来た靴下とかが欲しいです。

期末ﾃｽﾄ頑張ってくださいね。

歩さん（＠忠義）

大倉担ですねー。

了解しましたー。

担当とか書いていただけると助かりますね。

名前を何色で書いていいのかわからなくなるので。（笑

ﾌﾞﾛｸﾞ名出しちゃって全然かまわないですよ。

しかももうお友達ですしね。（笑

ｱﾙﾊﾞﾑ待ちきれないですよね。

きっと毎日聴いて毎日ﾛﾏﾈで泣くんだろうなって

思います。（笑
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昨日ﾚｺﾒﾝで「悲しい恋」流したじゃないですかー???
もうそれだけで萌え萌えしてますもん。

たちょｽﾃｷ★

いやいや、全然堂々と大倉担名乗りましょうよ。

自信持って頑張りましょう。

みずきさん（＠章大）

どもども。（笑

そうですよねー。

やっかしエイトメンの誰かが活躍してると

嬉しくなりますよね。

章大もお芝居の仕事したいってすっごい

言ってるじゃないですか???
だからぜひぜひ章大にもﾄﾞﾗﾏとか

舞台のお仕事が増えたらいいなって思います。

予約のことKAT-TUNだったからまぁ、いっかー。で
済むけどエイトだったらﾏｼﾞｷﾚますよ。（笑

理穂さん（＠博貴・亮・忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

前から見てくださってたんですか???
ありがとうございます。

小６ですか???わかっ!!!
若くて羨ましいですよー。

そうですよー。

まひるは山梨に住んでますよー。

元々は東京出身なんですけど

親の実家が山梨で家族で山梨に引っ越してきたのが

４年前です。

笛吹市わかりますよー。

まひるは甲府市です。

しかも笛吹市よりの。（笑

ぜひぜひ仲良くしてくださいね。



ゆりえさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

前からﾌﾞﾛｸﾞ見てくださってるんですか???
ありがとうございます。

しかも可愛いだなんて。（ｵﾎﾎﾎﾎﾎﾎ

お世辞でも嬉しいです。

ありがとうございます。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

陸（＠忠義）

陸は潔癖症のとこあるんだ???
うちの弟ももっそい潔癖症でね。

うちはまひる以外全員A型だから
そうゆう潔癖なとことか慣れたけどね。（笑

なんかﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰｼｮｯﾌﾟの店員とかいいよね???（笑
なんかたぶん制服姿に萌えってなること確実。（笑

ｽﾀｲﾙいいから何でも似合っちゃうしね。

うんうん。

最近安定してるのかぁー。

でもまひるでもいろいろだよ。

すっごい夢中になってる時もあれば

ちょっとお休みしてる期間もあったりして。

それでも帰ってくるとこは大倉忠義さんの

とこなんだけどね。

なっつんさん

福島でもたちょのﾄﾞﾗﾏやるといいですねー。

山梨でもやるのかやらないのかまだわからなくて。

たぶんやると思うんですけど。

あ。たぶん前日の２１日が祝日だから２０日に

お店に入るとこもあると思うんですね。

まひる、以前、CDｼｮｯﾌﾟでﾊﾞｲﾄしてたことあるん
ですけど。



だからよく元旦発売とかの商品とかあるんですけど

大概年末２〜３日前には買えますね。

まひるは新星堂のﾈｯﾄで予約したので

たぶん発売日当日になってしまうと思うんですけど。（涙

りぃさん

こんばんﾜﾝﾂｰ。

なんか詳しくは知らないんですけど

ﾄﾞﾗﾏに出てくる女の人、大和田みほさんかな???
名前違うかも。（苦笑

岡江久美子さんと大和田獏さんの娘さんらしいです。

なんか昨日、ﾚｺﾒﾝでたちょがｼﾝﾃﾞﾚﾗになれましたって

言ってましたよね。（笑

可愛いなぁーって思いましたよー。（笑

さおりさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

福島でもたちょのﾄﾞﾗﾏ見れるといいですねー。

山梨も微妙なんですけどね。

あ。気に入ってくださってよかったです。

またぜひ遊びに来てください。

お待ちしてます。

ぴぃさん

なるﾄﾓ、山梨では見れなくて。（涙

しかも関東で始まったばかりだというのに

関東では３月いっぱいで終わってしまうそうですね。

エイト担にはかなり期待出来る番組なので

残念です。

はい。またぜひ遊びにいらしてください。

お待ちしてます。



ミナミさん

こんばんﾜﾝﾂｰ。

あ。ﾒｰﾙ止めちゃってますね。

ｽﾐﾏｾﾝ。

また時間ある時にお返事返しますね。

エイトメンってﾎﾝﾄ、１人１人が魅力的ですよね。

∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ楽しんでいただけて嬉しいです。
これからもぜひﾖﾛｼｸお願いします。



2006.02.25 Sat 夜行性。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

疲れたー。

まひるってﾎﾝﾄ昼間の仕事むいてないなぁーと思うわ。

夕方からじゃないとﾊﾟﾜｰが出ないし、

眠くて頭ﾎﾞｹﾎﾞｹしてるし。

明日は早いし、起きれるのかなぁー。

休みの日は起きれるんだけど

仕事の日となるとてんで起きれないんだよねー。

今日だってこっそり遅れて行こうかと思ったぐらいで。（笑

あ、こうゆうのをﾌﾟﾛ意識が足りないって言うんですよね。（苦笑

了解しました。

もっとﾌﾟﾛ意識持って仕事に

取り組みたいと思います。

なんかﾎﾝﾄ、２週間ぐらい何もしない生活

送りたいって思う時あるもん。

それはそれでｲﾔなんだろうけど。（笑

大倉忠義さんとかよく前の日遅くまでﾘﾊやって

次の日起きれるよなぁー。

それが不思議だよ。

でも絶対寝ぼすけなんだろうけど。（笑

そだ。ﾔﾌｰﾒｯｾﾝｼﾞｬｰをＤＬしました。

退席してる時もあるかと思いますが

ﾒｯｾくれたらお返事しますので

お気軽にﾒｯｾください。

ちなみに初めての試みなので

うまくお返事返せるかわからないんですけど

どうぞ気長に待ってやってください。

今日はﾎﾝﾄ早く寝るよー。



ﾌﾞﾛｸﾞもここ１ｺだけ更新したら寝るし。

ﾏｼﾞ眠いんだって。

昨日も４時ぐらいまで起きてたし。

早く寝ろよーって感じでしょ???
まひるもそう思う。

つーか今日、給料明細もらって

名前確認せずに封筒あけたら思いっきし

人のやつだった。（笑

なんかどうも多いなぁーとか思ったのね。

で、名前見たら人のやつ。

ちょっと笑ってもうた。

あー。あのぐらい給料もらえてたら。（笑

所詮社会人１年目の給料なんて

たかが知れてるよなぁー。ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ

しかも専門卒だし。

あ。なんかﾏﾈｰｼﾞｬｰが新しい人になるんだって。

ﾗﾝｸが上がってﾏﾈｰｼﾞｬｰになる人だから

たぶん張り切ってると思うし、

厳しいと思うって言われた。

だから第一印象をよくするようにって

店長に注意されたよ。

しかもたぶん普通に視察に来ると思うからって

言われてﾄﾞｷﾄﾞｷなんですけどぉー!!!!!!

つーか今日、２５日なんだねー。

全く日にちの感覚がないよ。

しかも今月は２８日までだし。

明日、明後日と仕事行ったら休みだし。

そしたら演舞城の楽日のﾁｹｯﾄの席わかるし。

３階だけどね。（涙

Ａ席って言われたんだけど

それでも楽日に行きたかったんだってー。

忠義の達成感に溢れる顔が観たいんだってー。

なんか変態っぽい???（笑



そういや、かっしー兄、離婚したんだってね。

かっしー結構好きなんですけど。

つーか結婚してることすら知らなかったんですけど。（笑

そんで週刊誌を立ち読みしようと思ったんだけど

まひる、どうも立ち読みとか熟読出来ない人で。

最初の１０行ぐらい読んでﾍﾟｰｼﾞ閉じちゃうの。

亀ちゃんの記事が読みたかったんだけど。

買うのは不満なので立ち読み頑張るんだけど

いつも読めないの。

もうその記事３回ぐらい読もうとしてるんだけど。（笑

ｱﾎでｼｰﾔｾﾝ。

今日は急ぐので全くﾈﾀなしでｺﾞﾒﾝなさい。

もう眠いから寝かせてー!!!!!

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽは明日やりまーす。

ｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.02.26 Sun 仕事って面白ーい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

今日もご飯がうまい大倉担まひるですけどもー。

今日、仕事しててﾊﾞｲｻﾞｰの村上さんがいつもの低姿勢で

来たんですよ。

で、村上さんが人気ＮＯ．１って話をその前にしてて

でも村上さん若いのにﾊﾞｲｻﾞｰとかすごいよね???
みたいな話しててでも休みあんまりないからなぁー。

とか言った後にふと思った。

まひるさん、嫁宣言ですか???
「あたし、嫁宣言してる???」って周りの子に
聞いたら爆笑。

どうやら嫁宣言してたらしいです。（笑

あー。でもﾏｼﾞで村上さんだったらいいかもー。

でもﾊﾞｲｻﾞｰは転勤族だし、休みがあんまりないからね。

村上って苗字にも憧れるし。（笑

でも絶対村上さん、ｶｯｺｲｲからもてると思うんだよね。

しかももっそい優しいし。

まひるが過去に見た男の人で２位ぐらいに

値するよ。

そのぐらい優しい。

１位はﾀｹｻﾌﾞﾚだけどね。

大倉忠義さんも優しいと思うの。

でも女癖悪そう。（笑

それでも好きなんですけどぉー。

でもまひるも恋は盲目とは言うけれど

結構人を見る目はある方だと思うんです。

だから例え女癖が悪くても

その人がﾎﾝﾄに魅力的でﾓﾃﾙんなら仕方がないと

思うんですよ。

そしたら自分が一歩引けばいいだけで。

ただ女にだらしがないってゆーだけなのは

認めないですけど。（笑

ま、ﾎﾝﾄの忠義なんて知り合ってみなけりゃ



どっちなのかわからないんですけどね。

でも忠義の場合、ﾎﾝﾄに魅力的な人だと思うんです。

じゃなきゃﾀﾚﾝﾄとしてここまでやってこれなかった

だろうし、

周りの女子がほっとかないと思うんです。

まぁ、その時はその時で認めましょう。（笑

そこでまひるさんが「腐れ外道。」と言ってしまったりとかも

あるんですかねー。（笑

つーか腐れ外道って!!!!!（笑
最悪じゃないですか???
そんな言葉を女子がはいてもいいんですかねぇ???

つーか仕事疲れたー。

なんか帰り際に常連の中学生男子がきて

「福原さんって何時から何時まで働いてるの???」
「今日は１０時から１９時までだけど。」

でもだいたい夜９時ぐらいまで入ってること多いよ。

って言ったら「若い人ってｽｹﾞｪｰ」とか中学生に

言われましたよ。（笑

ﾏｼﾞ面白いんですけど!!!!!（笑
なんかＲちゃん曰く地元のＴＶのｸｲｽﾞ番組に出てて

優勝したらしいですよ。

彼ら。

そんなの見ちゃってるＲちゃんもさすがですけど。

疲れたけど面白い１日だった。

明日は冬休みをとっていたＳ氏も帰ってくるし。

Ｓ氏、１週間実家に帰ってました。

いやー。Ｓ氏も面白いけど

Ｊ氏も好き。

ｺﾝﾋﾞﾆでお昼買いに行った時におでん買ってて

「おしるは多めで。」って言ってたからね。（爆笑

おつゆだろ!!!!!
それ以来まひるもおしるなのかおつゆなのか

わからなくなってきました。

ﾏｼﾞ、お昼休憩の時が１番楽しい。

今日は誰とご飯一緒なのかなぁーって



楽しみだもん。

まぁ、おつゆでもおしるでもどっちでもいいよ。（笑

Ｊ氏はﾎﾝﾄｱﾎで愛すべきｷｬﾗなのですよ。

Ｊ氏は東京に転勤になるのが

ﾎﾝﾄ残念なんだけどね。

結構ね、仕事の職場関係は店長と店長の彼女以外とは

仲良くやってるのよ。

みんな仲良しだし。

Ｊ氏が転勤になるから送別会とかあると思うし。

しかも仲良しﾁｰﾑだけで。（笑

久々にまひるさん、飲んじゃうぞぉーって感じです。

しかも最近芋焼酎にﾊﾏってて。

芋焼酎美味しいよね???
ｵｶﾝが飲んでるのがあまりにもおいしそうだったから

飲んだらﾊﾞﾘｳﾏ。

まひるは基本的にﾋﾞｰﾙとかｻﾜｰ系以外なら

何でも飲めます。

炭酸が飲めないから。

でも炭酸の抜けてるｺｰﾗは好き。

微炭酸になってるぐらいのやつ。

それなら飲める。

でも飲めばｽｯｺﾞｲ飲めるんだけど

あんまり飲まないんだよね。

ﾃﾝｼｮﾝはﾊﾞﾘ上がるけど。（笑

そういやさ、専門学校の時、最初電車使ってたのね。

１年ぐらい。

そしたらある日の帰り高校生に駅で告られてさ。（笑

いつも駅で見てました。

とか言われて。（笑

ﾁｮｰﾋﾞｯｸｼしたし。

しかも高校生と言っても高１らしくて。

だから丁重にお断りして

しばらくしてﾊﾞｲｸで通うようになった。

なんかそうゆうのって他人事だと思ってたから

ﾎﾝﾄﾋﾞｯｸｼしたね。



あ。もね、火曜日にｶﾚﾝﾀﾞｰ取りに行くことにした。

ＮＥＷＳのｶﾚﾝﾀﾞｰはまた後日ってことで

もう早くエイトのｶﾚﾝﾀﾞｰが見たいんだもーん。

明日行けそうにないし。（涙

成人式の時に見れなかった忠義の袴姿を

拝むんだーい。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ、ｺﾞﾒﾝなさい。

お休みします。

明日にはなんとか。（笑

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.02.27 Mon 守ってもらうのではなく守るもの。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾘﾝｸに仁担のayaさんを追加しました。
「Will Be All Right」ってゆうｻｲﾄでむっちゃﾃﾞｻﾞｲﾝとか
こっててｽｺﾞｲﾅーって思うし、

内容も面白いのでぜひ遊びに飛んでみてください。

ayaさんもまひるのﾌﾞﾛｸﾞ見てくださってたようです。
相思相愛。（笑

はいはい。

１８日休み取っちゃったもんねー。（笑

これで山梨やらなかったらｼｮｯｸなんだけどぉー。

TV局に抗議の電話入れちゃる
明日、友達にDVD送らないと。
いろいろ録画してもらったから代わりのDVDを送るんだけど
もうずっと忘れてて。（苦笑

明日、DVD買って送ることにするよー。
その時、エイトのｶﾚﾝﾀﾞｰ買ってくる。

だから午前中ぐらいには行かないとね。（笑

早く欲しいもん。

で、午後は萌えっとするんだもん。（笑

あ。そだ。昨日からmixi始めました。
まだ始めたばっかで何もわからないんだけど

とりあえずmixiやってる人はﾏｲﾐｸになりましょう。
ﾏｲﾐｸ募集中。

つーか人とは悩みのつきない生き物である。

悩み、迷って少しづつ答えを出していく。

答えの出ない時もあると思う。



それでも前に進むしかないじゃないか。

とまひるは思う。

自分の思ったように進めばいい。

好きなように生きれる。

それが自分の人生だから。

間違ってると思ったら軌道修正すればいい。

人に助けを求めてもいいと思うし、

悩む、迷う工程が大切なんだから。

まひるもｽｯｺﾞｲ悩むことあります。

ちょっとした噂にｸﾞﾗついてしまう自分もいたりします。

でもまひるの場合、なんでもﾈﾀにしてしまうの。

ｳｿでもﾎﾝﾄでも。

だって何がﾎﾝﾄで何がｳｿかなんて本人しか

わからないことだし。

それで笑い飛ばしてます。（笑

ｱﾎだからやっていられるんだろうね。（笑

ｱﾎ万歳ですよ。

今、友達がｽｯｺﾞｲ苦しんでいます。

昔のまひるを見ているようで不安で心配で

たまらないです。

いつか壊れてしまいそうで。

過去、壊れたことのあるまひるだから

余計に心配なんだよね。

今、ここまで回復するのに

７年ぐらいかかってるし。

それでも今も夜眠れなかったり、

過呼吸になったり苦しんでるから。

だから友達にも早く通常の生活を送れるように

なって欲しい。

鉄格子のついた病棟に監禁されるような

生活は送って欲しくないから。

だから苦しかったらちゃんと病院に行って欲しい。

今ならきっと早く助かるから。

今の自分を軽んじて欲しくない。

電話の音に怯えた日々をまひるは忘れてないよ。



そこから這い上がったから今のまひるがあるんだと思う。

だからちょっとやそっとのことで

崩れていくようなやわな人間じゃない。

それは忠義の存在、相方、空（＠章大）の存在が

大きいと思う。

この２つを失ったらまひるはまひるで

いられなくなってしまう気がする。

きっと生きながらの屍。

死を恐れるようになったのは

ここ数年のこと。

守るものがあるから。

それまではいつ死んでもいいと思ってた。

守るもの。愛するもの。

自分の生活、友達、家族、自担。

守るものがある人間は強くなれる。

守ってもらうのではなく守るもの。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ、お休みします。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。

さすがに疲れてまして。（涙

明日、お休みなので明日必ず。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.02.28 Tue 絶え間ない愛。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

やっとｶﾚﾝﾀﾞｰを買ったまひるです。

もっそいいい!!!!!
写真も内容もﾊﾞｯﾁｼだよ。

すっごい毎週楽しみで仕方がないｶﾚﾝﾀﾞｰになるな。

思ってたよりﾋﾟﾝでの写真が多くて嬉しい。

あと誕生日のﾒｯｾとかも嬉しいし。

今まで買ったｶﾚﾝﾀﾞｰの中でも１番だと思えるｶﾚﾝﾀﾞｰだよ。

ｼﾞｭﾆｱｶﾚﾝﾀﾞｰも今までになくいい感じだし、

今年はｶﾚﾝﾀﾞｰ三昧で!!!!!（笑
来年ｶﾚﾝﾀﾞｰどうするんだろ???
KAT-TUNとエイトは確実買うけど
NEWSも来年のｶﾚﾝﾀﾞｰにはﾋﾟﾛｷも復帰してるだろうし、
やっかし買うのかなぁー???
今年も亮ちゃん見たさに予約したからね。

お店の人も果てしなくﾐｰﾊｰだと

思っただろうなぁー。（苦笑

つーかkindai全然忠義のﾍﾟｰｼﾞ予想してなくて買ったら

ﾃﾞｰﾝって載ってて
めっさ感動した。

しかもめっさ男前。

あんなﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰｼｮｯﾌﾟの店員さん居たら

毎日通うね。

絶対声かけるね。

うそぉーん。

そんな勇気ﾎﾝﾄはないです。

小心者の乙女なので。

ﾔｯﾊﾞｲ。ﾔｯﾊﾞｲ。

kindai１冊しかお店に残ってなかったから
ﾏｼﾞ買ってよかったし。

基本的に立ち読みはしない主義なので

目次見てエイトって載ってたら買う人なので。



今回は「ｽｶ☆J」って書いてあったから
買っただけなんですけどね。

いやー。良い買い物したわー。

ちなみにまだ他のｦﾀ誌には手をつけてないのよ。

ｶﾚﾝﾀﾞｰとkindaiだけ。
ｶﾚﾝﾀﾞｰって毎回ｼｮﾎﾞｲでしょ???
それなのに２０００円とかしくさりやがって。（怒

でも今回のみたいだったら２０００円出しても

良かったなって思える。

あとはNEWSｶﾚﾝﾀﾞｰが楽しみだなぁー。
でもﾒﾝﾊﾞｰ２人も欠けてるけど。

つーかそういや、NEWSって最初からおかしかったよね???
その時その時でﾒﾝﾊﾞｰの人数違いますみたいな

宣言してたし。

そんな固定ﾒﾝﾊﾞｰじゃないｸﾞﾙｰﾌﾟってどんなだよ!!!!!
って思うけどねー。

去年のｶﾚﾝﾀﾞｰの方が欲しかったかもー。

うちの近くの競技場で撮影した写真とか

あったし。

周りにNEWS担もいないから
その画像見てもいないし。

ｶﾞﾋﾞｰﾝ!!!!!
って感じだよね。（笑

つーかｶﾚﾝﾀﾞｰどこに置こう。

まひるの部屋、家具らしい家具がないから

ｶﾚﾝﾀﾞｰ置く場所にも困るってゆーね。

なんかエイトのｶﾚﾝﾀﾞｰ、ｽﾀﾝﾄﾞみたくなるんでしょ???
よく知らないけど。

でもｼﾞｭﾆｱｶﾚﾝﾀﾞｰの仁のﾊｰﾌﾊﾞｯｸの前髪はどうかと思うけど。（笑

仁のﾊｰﾌﾊﾞｯｸの髪型、たまにやるじゃん???
あれ嫌い。（笑

普通でいいじゃん。普通で!!!!!
って声を大にして言いたい。

まひるのひっそりこっそりすちな照史と玉森くんと光が

可愛いんだ。

照史は可愛いとは言わないけど。（笑

照史は相変わらずｷﾞﾝｷﾞﾝｷﾞﾗｷﾞﾗな瞳をしてたよ。（笑



玉森くん可愛いし。

光はね。薮くんと２ｼｮで写ってる全身写真のやつが

もっそい可愛かった。

なんかちょっと背が伸びたみたいで。

えぇですなぁー。えぇですなぁー。（笑

ちなみにﾌﾞﾛｸﾞでとゆうか人に玉森くんが好きと

言ったのは初めてだわ。

ﾎﾝﾄにひっそりこっそり隠れﾌｧﾝしてましたから。

ま、そんな男前達がこぞってやって来ても

大倉忠義１人には適いませんけど。

仁ちゃんと玉森くんと照史と光が一同に押し寄せても

それでも大倉忠義のとこに行きますよ。

ｾｲｾｲｾｲ!!!!
でも仁ちゃんにはひそかに腰使いを見せて

欲しいんですけど。（爆笑

ｳｿです。

えぇなぁー。魅惑の腰使い。（笑

きっと実際歌ってる時に目の前で腰ｸﾞｲﾝｸﾞｲﾝされたら

ﾃﾚやなまひるは恥ずかしくて正視も出来ないと

思います。

ﾎﾝﾄにｼｬｲなんです。

下ﾈﾀ連発しててもｼｬｲなんです。

でもやぐらﾀﾞﾝｽの時の忠義の魅惑な腰づかいは

ﾑｰﾋﾞｰで何度も見てるんですけど。（笑

夜のまひるは雌豹かもねー。（笑

そっちがｸﾏで来るならこっちは豹だ。（笑

あー。ｾｸｽｨｰ。（笑

ｶﾚﾝﾀﾞｰの話からよくここまで話膨らむなぁー。（笑

でもﾎﾝﾄに男の人の上半身裸とかもっそいﾄﾞｷﾄﾞｷする。

写真とかは正視出来るけど

生身は結構最初恥ずかしい。

見なれりゃいいんだけど。（笑

女の人も一人一人裸が違うように

男の人も違うじゃないですか???
そこにﾄﾞｷﾄﾞｷするんだよね。



まひるは忠義のちょっとたくましい腕と

ちょっと厚い胸板が好き。

なんかあんまりﾑｷﾑｷなのは好きじゃないのね。

でも締まるとこは締まってるそんな体が好きです。

そんな忠義の胸に寄り添って眠りたい。（妄想

はぁー。幸せだーぁ。

そんなこと生きてる中で１度でもあったら

もう死んでもいいです。（お目目ｷﾗｷﾗ

はぁー。ﾏｼﾞで忠義、男前過ぎる。

つーかつか。

すばるの髪型、ｶﾚﾝﾀﾞｰぐらいの時の方が良かったなぁー。

今でもﾎﾟﾝﾊﾟにすれば可愛いけど

普通にしてるとちょっと痛い。

でもちょっと見慣れた感がある自分が怖い。（笑

やっすんの刈り上げちゃんも最初は

えぇー!!!!!
って思ったけど最後の方、結構可愛いなって

思ったし。

そういえばたちょが髪の毛切ったって話を聞いたんだけど

今、どうなってるんだろ???
演舞城に出るから黒くしただろうし。

それで切ったんだろうな。

でも長めの髪やっかし好きだった。

短いのも好きだけど長いのも全然。

忠義ならﾛﾝ毛もありかな???と
最近思うようになった。（笑

ﾌﾞｰｲﾝｸﾞきそうだけど。（笑

某Kくんは７０％髪型で頑張ってるじゃないですか???（笑
でも忠義は顔がもっそい男前で小さいから

どんな髪型も似合うと思う。

男前ってお得だなぁー。

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

瑛子（＠忠義）

ゆりえさん（＠忠義）

小日向さん（＠忠義）

ななさん（＠忠義）

朔さん（＠すばる）

ありさ（＠博貴）

あき（＠忠義）

マイさん

真冬さん（＠忠義）

みずきさん（＠章大）

みどさん（＠忠義）

uriさん（＠忠義）
瑛子（＠忠義）

ﾅｰｽあおいねー。

見る気がしないのよー。

なんかどうせ石原さとみちゃんが１人気張ってる姿が

想像できるから。

ｶﾞﾁﾊﾞｶも最初の方がもうごくせんっぽかったから

つまんねって思ってやめてみた。

年割になってるならMY割にした方がお得みたいだよ。
年割＋家族割みたいな感じなのがMY割だから。
まひるは料金ﾌﾟﾗﾝは１番安いやつにしてるよー。

自分から全然電話かけないから。（笑

あんまり電話って好きくなくて。

ﾒｰﾙで済ます派。（笑

好きな人とは電話で話したい派だけどね。（笑

ゆりえさん（＠忠義）

ﾏｼﾞですか???
ゆりえさんのお友達も見てらっしゃるんですか???

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


嬉しいですなぁー。

しかも可愛いだなんて。（ﾎﾟｯ

これからﾊﾞﾝﾊﾞﾝ絡んでいきましょう。

こちらこそ仲良くしていただきたいです。

ﾖﾛｼｸお願いします。

ﾛﾏﾈも悲しい恋もすごく良い曲ですよね。

エイトらしくて大好きです。

小日向さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ここのｻｲﾄ気に入っていただけて嬉しいです。

ありがとうございます。

ぜひぜひこれからもﾖﾛｼｸお願いします。

ななさん（＠忠義）

ここ最近のたちょだったら１００％の人が

ｶｯｺｲｲと言ってくれそうな気がします。（笑

kindai見ました???
あれだけでもうめまい起こしそうなくらいですよ。

でもあのﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰｼｮｯﾌﾟの制服（？）のﾊﾟﾝﾂは

いただけないなって思いましたけど。（笑

そうなんですよねー。

ﾔﾌｰで大倉忠義で検索すると１番最初に出るんですよね。（苦笑

なんか恥ずかしいんですけど。（笑

朔さん（＠すばる）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

朔さんも山梨にお住まいですか???
案外山梨で見てくださっってる

eighterの方がいらっしゃってびっくりです。
ありがたいです。

はい。これからもﾖﾛｼｸお願いします。



同じ山梨県人同士頑張りましょうね。

ありさ（＠博貴）

春ｺﾝ、ﾊﾟﾁとも言い切れないとこが怖い。

あの事務所、唐突だから。（笑

でもとりあえず４月いっぱいは演舞城も２５日まであるし

何もないでしょう。

６月とかちょっと不安だけど。

ｱﾙﾊﾞﾑ次第だよね。

でもﾎﾝﾄKAT-TUNと近いから
担当じゃなくて買ってくれてた人は

今回怪しいかなぁーって思ってます。

あき（＠忠義）

ﾔﾌｰﾒｯｾ、DLしました???
じゃ、暇な時、ﾒｯｾ送ってちょー。

まだいたずらでしかﾒｯｾ送られたことがないので

使い方もわからないんだけどね。（苦笑

全然仲間にしてくれてかまわないよ。

最近１番絡んでるような気がするもん。（笑

マイさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ぜひぜひこれからもﾖﾛｼｸお願いします。

たちょ、初主演ですもんね。

仕事休み入れちゃいましたよー。

真冬さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

今日、ｶﾚﾝﾀﾞｰ買ってきました。

え???大倉さん、ﾔﾊﾞｲのあります???



今、確認しますね。

ｺﾞｿｺﾞｿ。

あー!!!!!
ﾁｭｰ顔ですね???
ﾔｯﾊﾞｲ可愛い過ぎる。

ｷｭﾝ死する。

あのﾎﾟﾗの写真どれももっそい可愛いですよね。

抱きしめたくなるぅ〜。（笑

みずきさん（＠章大）

またまたありがとうございます。

みずきと言う名前、友達にみづきと言う人がいるので

もっそい親近感わくんですけど。（笑

みずきさんは鹿児島住みなんですか???
TV局にﾒｰﾙしてみるのはいかがですか???
まひるももしやらなかったらﾒｰﾙしてぜひ放送してもらうよう

頑張るつもりです。

でも録画はちゃっかり東京の友達に頼むんですけど。（笑

みどさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

去年から見てくださってるんですか???
ありがとうございます。

そ、そんな恐れ多いですよ。

まひるの雑記なんかが面白いと言っていただけて

ﾎﾝﾄ嬉しいです。

まひるも∞愛は強いですね。
ｽｺﾞｸみんなが仲良くて楽しそうにしてて

そんなエイトが大好きです。

これからも仲良くしてくださいね。

ﾖﾛｼｸお願いします。



uriさん（＠忠義）
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうなんですよね。

ﾔﾌｰで検索すると１番上に出るらしいですね。

なんか恥ずかしいんですけどね。

いやー。褒めていただけると嬉しいですね。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

仲良くしてください。

みなさん、ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

なるべく早くお返事出来るよう頑張ります。

ｺﾒﾝﾄしてくださるみなさんの一言が

すごく励みになります。

ありがとうございます。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

みなさんが大好きです。



2006.03.02 Thu ﾐﾗｺｰ。ﾊﾟｲﾅﾎﾟｰ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

寝ても寝ても眠い大倉担まひるですけどもー。

つーかつーか

ﾐﾗｺｰ起きました。
演舞城のﾁｹｯﾄ、一般で（ﾌﾟﾚｲｶﾞｲﾄﾞじゃなく一般）

申し込んだやつが第一希望当たってて

しかも６列目。

ﾔｯﾎｰｲ!!!!!
楽日がA席だから他の日は前で観たいよね???
って話してたからﾏｼﾞﾗｯｷｰ。

弁慶こと大倉忠義待ってろよー!!!!!!
前でｶﾞﾝ見してやるぅー。

ｳﾌﾟﾌﾟ。

ちなみに４月の最初ぐらいに行きます。

とここまで書いて∞ﾚﾝｼﾞｬｰを読み浮かれてる自分が
申し訳なくなったので

ﾓｰﾄﾞを切り替えたいと思います。

しかもいつもなら順番通りに∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽするのですが
今日は忠義から行きます。

大倉忠義様

そっか。２月１９日に大好きなおじいちゃんが

亡くなったんだね。

まひるもおばあちゃんが亡くなったのが４年前の２月で。

でもまひるはその日のことを鮮明に覚えてるよ。

ずっと意識不明で入院してたから話すことも出来ずに

ただ隣に座ってることしか出来なくて。

やせこけていく姿を見続けるのはつらかった。

意識があるならこうしてあげたいとか

美味しいもの食べさせてあげたいとか

出来たんだろうけど何もﾎﾝﾄに出来なかった。



忠義もおじいちゃんに思い出たくさんもらったんだね。

でもね、きっと忠義がおじいちゃんの孫に生まれたことが

きっとおじいちゃんも１番嬉しかったことだと

思うし、

ﾎﾝﾄに忠義のことを気遣ってくれて

大切に思ってくれておじいちゃんは頑張ってる

忠義を応援出来ることがすごく嬉しかったと

思うよ。

何も出来なかったなんてことはないと思うよ。

忠義の頑張ってる姿がきっとおじいちゃんには

誇りだったと思うし、

そんなおじいちゃんに恥じない生き方をして欲しいと

思う。

まひるもおばあちゃんがいなくて

寂しい時がある。

時々おばあちゃんの夢を見る。

元気に笑ってるおばあちゃんの姿がある。

きっと忠義の夢にもおじいちゃんは

現れて忠義を励まし続けてくれると思うよ。

だから負けないで。

渋谷すばる様

すばるが本気出すとすごいことになる???
でもそんなことはまず無いんだ???（笑
何ー???
もっそい気になるじゃん。

内博貴様

なんか昨日、今日と疲れているらしく

昨日、帰ってきてから即寝して

今日も夕方５時までｶﾞﾝ寝しました。

たんなる自堕落なんですけど。（笑

ﾋﾟﾛｷにはそんな時はない気がする。

いつもｼｬｷｼｬｷ頑張ってそう。

いつもみんなの言うことにｹﾗｹﾗ笑っている



末っ子のあなたに会いたい。

錦戸亮様

SHOCKお疲れ様でした。
もうすぐﾄﾞﾗﾏの撮影に入ってしまうんでしょうか???
錦戸亮に休みの日はないのでしょうか???
高校生の次は２５歳の役???（笑
ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにお疲れ様です。

そして忠義を支えてくれてありがとう。

亮ちゃんに感謝しています。

丸山隆平様

もっそい展開が待ち受けてたんですけど。（笑

やっかし丸ちゃんは文章書くのがｳﾏｲなぁー。

ｱﾎｱﾎｶﾎﾟｰのすぐると栞だったけど。

次の忠義がどう出るのかすごく気になる。

丸ちゃん、面白かったです。（笑

安田章大様

相変わらずｵｼﾞﾊﾞｶぶり発揮してますね。

でも女の子なので

せめて写真だけは可愛い顔の時に

撮ってやってください。

ちなみにやっかしﾏﾏの抱き方がわかるらしいです。

なのでﾏﾏが抱くと泣き止むのです。

村上信五様

需要と供給があって初めて成り立つんですね。

だからみんながそうなんだけど

自分１人の力でやってると思ったら

間違いだということです。

みんな誰かに支えられてるから

必要とされてるから成り立っているんです。



ヒナちゃん良い事言ったね。（笑

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに。

横山裕様

天才くんは頑張ってるのでしょうか???（笑
とりあえずまひるは２回観に行けることになったので

楽しみです。

しかも６列目があるので。

たちょとヨコの演技しっかり観に行きますから

気を抜かないように。（笑

油断してる間にﾁｮﾛっと観に行きます。（笑

大倉忠義さん、頑張ってる姿を天国のおじいちゃんに

見せてあげてください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟtっとな。

ｺﾒﾚｽ

お休みします。

ｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.03.03 Fri エイトコン正式発表。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日はすっごい疲れてるので

お知らせだけして寝ようと思います。

エイトコン詳細

大阪城ﾎｰﾙ

5/3 1730
5/4 1200/1600
5/5 1200/1600

名古屋ﾚｲﾝﾎﾞｰﾎｰﾙ

5/20 1730
5/21 1200/1600

国立代々木体育館

6/3 1730
6/4 1200/1600

ﾁｹｯﾄ代金１枚６０００円＋手数料７００円

申し込み締め切り3/17

ということです。

一応これは正式情報です。

ﾊｶﾞｷ（青封筒）が来てる方がいらっしゃるので。

ﾊｶﾞｷの画像も載せておきますね。

ttp://n.pic.to/2wnul/
最初にhを入れてください。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みします。

ｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.03.04 Sat しんどい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

お疲れもうした。

最近ｽｯｺﾞｲ疲れてるんですよー。

どんなに寝ても寝ても眠くて。

なんだろなー。

別に精神的にしんどいわけじゃなくて

体がしんどい。

ここ数日部屋にいる時は

ﾍﾞｯﾄﾞの中ですもん。

もうﾎﾝﾄ起きていられないの。

今日、久々にﾊﾟｿの前に座ってみた。

でもやっかし体がﾀﾞﾙくて。

こんな状態水曜日からずっと。

今まで疲れてても１日眠れば次の日は普通だったんだけどね。

眠れてないわけじゃないし。

むしろｱﾎみたいに眠れるのね。

おかしいよね???
来週もそんなんだったら病院行ってきます。

つーか一言言っていいですか???
TVぴあの表紙の北村一輝さんがめっさｷﾓｽ。
夜王のやつだからﾎｽﾄｽﾀｲﾙなんだけど

TV見てる分にはいいの。
視力悪いから顔なんてはっきり見えてないし。（笑

でもこの表紙見た時

ちょっと「ﾌﾟｯ。」って言っちゃったもん。

もうﾎﾝﾄ北村一輝さんは短髪の方が好き。

つーかもともとこうゆう顔好きじゃないんだけどね。（笑

あー。どっちかというと北村さん、時代劇の方が

似合うよね。

顔こゆいから。（笑



しかも松岡くんとの対談読んじゃったし。（笑

何気に仲良しの２人。

何気に「ﾏﾎﾞ。」「お兄ちゃん。」と呼んじゃう仲。（笑

もうそこで爆笑したけど。

ちなみにTOKIOだと断然松岡ﾌﾘｰｸのまひるさん。
数年前にPZに出た時に
絶対松岡DAYがいいって駄々をこねました。
しかも何気に松岡くんのやつがDVDになってるしね。
錦織さんに「本番男優の。」って紹介されてるし。（爆笑

本番男優って!!!!!（笑
たぶんね、まひるが観に行った日が

松岡くんの初日だったのかな???
それであんまりﾘﾊとかも参加できてなかったみたいで

結構ﾃﾝﾊﾟってる松岡くんが可愛くて。（笑

そんなとこを少年隊のみなさんがﾌｫﾛｰ入れてたりして

面白かったです。

そんな根っからのﾄﾞﾗﾏｰ好きなまひるなのでした。

でも松岡くんのﾄﾞﾗﾑ叩いてるとこは７年ぐらい前に

ｺﾝに行って見たきりでその後はMｽﾃとかで見るぐらいで
ほとんど見たことがないの。

あ。PZで見たけど。ちょこっとだし。
実はもっそい気になってるんだけどね。

やっかしﾄﾞﾗﾏｰ担としては。

他のﾄﾞﾗﾏｰのﾃｸも見ておかないとね。

ｺﾞﾒﾝなさい。

ﾎﾝﾄ疲れてるんでまた。

おつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ只今お休み中です。

溜まっても出来る時に必ずｺﾒﾚｽしますので
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ｺﾒﾝﾄどしどしお待ちしてます。



2006.03.05 Sun 忠義、あと２日だね。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日よりはだいぶ体もﾗｸになったね。

昨日とかﾏｼﾞやばかった。

ｵｶﾝに「寝ても寝ても眠くて疲れが取れない」

って言ったら「ﾎﾝﾄに疲れてるんじゃない???」
って言われました。

たぶんそう。

骨の髄まで疲れてるんだよ。（笑

今までの疲れが一気に出てるんだと思う。

昨日も疲れ過ぎて眠れなくて

栄養ﾄﾞﾘﾝｸ飲んだもん。（笑

そう。それでね、友達が漫喫でﾊﾞｲﾄするかも

しれなくて。（笑

そういや、最近漫喫行ってないなぁーと思って。

自分のﾊﾟｿ復活したから漫喫に行く必要がなくて。

でも友達の言ってた言葉がﾏｼﾞｳｹる。

まひるがその店行ったことあるよ。

って言ったら洋服はどんな感じ???
ﾒｲﾄﾞとかじゃないよね???（爆笑
そんなの秋葉じゃないんだから。

友達がﾊﾞｲﾄ始めたら行ってやろー。

ぜひﾒｲﾄﾞで。（笑

で、今日は帰りに本屋に行って

ﾊﾝﾀｰ×ﾊﾝﾀｰの最新巻を買ってきた。
発売してるの知らなくてｺﾝﾋﾞﾆでお昼買って

Rちゃんがﾚｼﾞ終わるの待ってて
ｺﾐｯｸのとこ見たら売ってて

ﾔﾍﾞｰ。帰り買ってこーと思って



帰り本屋に寄って２３巻買ってきました。

最初の１０ﾍﾟｰｼﾞぐらい立ち読みして

ﾔﾊﾞｰｲ。もっそい面白いー。って

もうﾊﾝﾀｰ×ﾊﾝﾀｰ見る時は目が輝くね。
元々富樫作品は大好きで富樫作品は全部持ってる。

これ終わったらゆっくり読むことにしよう。

基本的に戦闘系漫画大好きです。

ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙとかNARUTOとかﾜﾝﾋﾟｰｽとかｴｳﾞｧとか
鋼の錬金術師とか幽遊白書も好き。

断然少女漫画より少年漫画。

あ。今思い出したんだけど

昔、ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝをﾎﾓに仕立てた漫画があって

それは結構好きだった。

ﾀｲﾄﾙも忘れたけど今度探しておきます。

なんか胸ｷｭﾝするから。

つーかまひるはどこでその漫画を見つけたのか

覚えてないんだよね。

でもたぶん普通の本屋しか行ったことないし、

ｺﾐｹとかも行ったことないから

普通に本屋で見つけて買ったと思うんだけど

別に全然ｴﾛくなくてｻﾗっと読めるの。

ﾏｼﾞお勧め。

きっとﾀﾞｳﾝﾀｳﾝの好きな方にはｳﾌﾟﾌﾟって感じで

笑えるし、胸ｷｭﾝするし、面白いと

思うよ。

あ。でもきっと男子には理解不能だと思う。（笑

乙女のときめきだから。（笑

あ。そだ。ｼﾞｬﾆWebからｶﾚﾝﾀﾞｰの亮ちゃんの誕生日のｼｰﾙを
申し込めるってあったから

即効申し込んだ。

お金かかるならなんかなぁーって思ったけど

かからないみたいだし、

それならと思って申し込んだ。

そんなﾔﾂでｺﾞﾒﾝなさい。（笑



そ、そ。

なんか演舞城の千秋楽のﾁｹｯﾄがﾄﾗﾌﾞﾙに巻き込まれて

松竹ﾁｹｯﾄﾎﾝで取れてないって言われて

なんだよそれー???って思って
友達がｷﾚてくれてなんとかﾁｹｯﾄが取れてることが

判明したんだけど

なんか３日の時点でﾁｹｯﾄ諦めて

エイトコンにお金出したいからそっちに

お金回そうとか考えてたから

何気にﾁｹｯﾄ取れてたのが嬉しいやら悲しいやら

微妙な心境。（笑

しかもA席だからね。
前の方のﾁｹだったらﾌﾞﾁｷﾞﾚてたけど。（笑

そういえばﾊﾟｿにﾌﾟﾘﾝﾀｰを接続してなかった。（笑

どうせｲﾝｸがないから

繋いでも繋いでなくても同じなんだけどね。

ｲﾝｸがﾊﾞｶみたいに高くて５０００円とかするんだもん。

しかもすぐなくなるし。

軽く死って思う。

でも頑張って友達に可愛いﾊｶﾞｷ出したいから

ｲﾝｸ買おうー。

そんなお疲れﾓｰﾄﾞのため、

最近ﾄﾞﾗﾑの練習をしてないんですよ。

ﾍﾞｰｽはたまにやってるけど。（笑

ﾄﾞﾗﾑも音楽聴きながら膝を叩くぐらいのことは

するけど足も含めては全然やってない。

まひるの部屋、椅子がないからﾍﾞｯﾄﾞしか

座るとこなくてでもﾍﾞｯﾄﾞだと

高さ的になんかﾀﾞﾒなんだよね。

つーか最近山梨では町の合併が増えすぎて



全く地理がわかりません。（涙

今日、「中央市」なるものがあることを知りました。

ちなみにまひるは合併もなく普通のところに

平々凡々と暮らしております。

なんか忠義、元気にしてるかなぁ???
明後日から演舞城が始まるじゃないですか???
でもおじいちゃんが亡くなったりして

気持ちの整理とか出来たんだろうか???
確か、PZの時かな、ｱﾂﾋﾛくんのお母様が
亡くなられてでもｱﾂﾋﾛくんは楽日を迎えるまで

そのことずっと内緒にしてて。

すっごくつらかったと思う。

なんかその時のｱﾂﾋﾛくんと忠義がﾀﾞﾌﾞるんだよね。

大倉忠義、負けんなよ。

つらいかもしれないけど

おじいちゃんは忠義のこと見守っててくれるから

だから頑張って欲しい。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ只今お休み中です。

全部のｺﾒﾝﾄちゃんと読んでますし、

必ずお返事しますのでｶﾞｼｶﾞｼｺﾒﾝﾄください。

励みになります。（笑
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2006.03.06 Mon 明日は晴れ舞台だね。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

えー。心配させてしまってｺﾞﾒﾝなさいです。

なんとか復活しました。（笑

元気いっぱいってわけでもないけど

徐々に体がﾗｸになってるのは感じる。

明日休みだからのんびり過ごしたいと思います。

あと寝すぎないように薬を調整してみる。

なんかね、友達が亀ちゃんのこと大好きすぎて

苦しんでるみたいで。

まひるもね、忠義のこと大好きだから

友達の気持ちとかｽｯｺﾞｲわかるの。

でも少し深呼吸した方がいいのかなって思う。

少しでも気持ち緩めないと

自分がﾀﾞﾒになる。

押しつぶされてしまうよ。

好き好きだけではどうにもならないこととか

たくさんあると思うのね。

自分の好きだって気持ちも大切だけど

他のものが入ってくる余裕があるぐらいの気持ちじゃないと

苦しいだけだから。

まひるはそれいつぐらいだろう。

５年ぐらい前に学んだ。

好きなだけじゃ相手を絞め殺してしまうってこと。

たまには身を引くぐらいの覚悟が必要だと思う。

だから少し冷静になる時間とか必要なんじゃないかなぁ。

まひるから忠義を奪ったら何が残る???
何も残らないようなちっぽけな人間でいたくない。

もっと忠義を温かく包み込むぐらいの気持ちで

いたいし、もっともっと人間的に大きくありたい。

そう思う。



つーかつか。

明日いよいよ、滝沢演舞城の初日です。

今は忠義が笑顔で頑張ってくれることを祈るのみです。

芸能界みたいな仕事してると

仕事に穴あけられないから

大切な人の死に目に会えなかったり

悲しい時でも笑っていなくちゃならなかったりして

ﾎﾝﾄに大変だと思う。

それでもここを乗り越えて一回り大きくなった

大倉忠義を次のｽﾃｯﾌﾟに持っていって欲しいし、

心にぽっかりと穴は開いてしまってるかも

しれないけど

それでも殻元気でもいいから見せて欲しい。

忠義ｽﾏｲﾙを。

エイトのみんなが支えてくれるから。

まひるも少しでも支えになれるなら

支えになりたい。

みんなが忠義のこと見守ってくれてるから。

無理しなくてもいい。

少しづつでいいから笑顔を取り戻して欲しい。

キミくん、タッキー、忠義のことﾖﾛｼｸお願いします。

つーかまだエイトコンのこと何も決めてなーい!!!!!
どぼじよー。

代々木、全ｽﾃしたいんだけど

どうしたものかしら???
はぁー。怖くて空（＠章大）にﾒｰﾙ返してないもん。（笑

どんだけﾋﾞﾋﾞﾘなんだよって話ですよねー。（笑

しかも着実にｱﾙﾊﾞﾑ発売日が近づいてる。

まひるはね、ﾛﾏﾈと三兄弟とONEをもっそい楽しみにしてて。
ONEとかやっかしすばるBANDの演奏であって
欲しいし。

三兄弟はﾎﾝﾄ、ﾕｳがすっごい力入れてるとこじゃない???
詞の内容もすごく好きなんだけど



ﾁﾊﾟの作曲もすごく好きだし、

そこにﾊﾞﾙの歌が乗っかってすごく好きなんだよねー。

つーかすばる、昔に比べたら歌い方がすっごい

穏やかになったよね。

昔はもっそい暴れん坊で荒々しいような

歌い方してたじゃない???
それがすっごい歌い方の枠が広がって

切ない感じとかもすっごい出せるようになって

まひるはエイトの歌姫が大好きです。

なんかすばるって男なんだけど

歌姫って感じなんだよねー。

繊細なとことかが。

ﾊﾓﾘ的にはまひるは大山田のﾊﾓﾘが１番好き。

だから明日とかｽｯｺﾞｲｽｯｺﾞｲ好き。

またｱﾙﾊﾞﾑ発売になったらゆっくり語ります。

あ。そだ。

前にも話したんだけど

最近mixiを始めたんですね。
ま、そんなわけでmixiやってる方は
ぜひ「福原まひる」か「大倉忠義」で検索して

お声かけてくださーい。

ﾖﾛｼｸねん。

そ。そ。

それでね、まひる、別に職探してるわけでもないんだけど

求人とか見るの好きで。（笑

日曜日とか新聞に求人とか入ってるやつも

見るし、お店に入った時も求人誌とか

もらっちゃう人。（笑

ま、所謂今より条件いいとこあればっていう考えが

あってのことなんですけど。（笑

なんだ。やっぱ職探してるんじゃん???って感じ???（笑
今、働いてるとこﾎﾝﾄ給料に満足いってなくてねー。

人間関係もそこそこうまく言ってるんだけど



今の給料だとﾎﾝﾄ大阪遠征とかするとｷﾂｷﾂでね。（涙

そのｷﾂｷﾂ生活をどうにかしたい。（切実

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

ななさん（＠忠義）

真優さん（＠章大）

なつみさん（＠忠義）

マイさん

ナナ美さん（＠忠義）

なっつんさん（＠忠義）

ゆりえさん（＠忠義）

小日向さん（＠忠義）

サキさん（＠忠義）

真冬さん（＠忠義）

百合華さん

みずきさん（＠章大）

uriさん
舞華さん（＠忠義）

あゆさん（＠忠義）

ayaさん（＠仁） ななさん（＠忠義）
まひるはたっちょんの黒髪も茶髪もｷﾝﾊﾟもﾒｯｼｭもなんでも

大好きです。

どの髪型もその時その時で味があって好きです。

でも贅沢言うならやっかし茶髪の髪長めが好きです。

萌え度倍増ですよー。（笑

体調心配させてしまってすみませんです。

おかげさまで復活しまして。（笑

エイトコン楽しみですね。
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なんかﾁﾗﾎﾗと案内が来てるらしいのですが

まひるのとこにはまだ来ていません。（涙

軽く殺意を覚えます。（笑

ｳｿです。

たっちょんにﾌｧﾝﾚですか???
書いたことありますよ。

年賀状も出しましたし。（笑

大倉忠義の写真付き年賀状を。（笑

真優さん（＠章大）

ﾘﾝｸ変更しておきました。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

ちなみにｱｶｳﾝﾄのsyの後の意味がわからなかったんで
もっそい気になってます。（笑

今度教えてください。

なつみさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

毎日読んでくださってるんですか???
ありがとうございます。

感謝感謝です。

えーと。確かみずきさんのお友達でしたっけ???
学校でまひるのﾌﾞﾛｸﾞのことなんかも話しちゃってるんですか???
それはいいんですか???（笑
まひるは全然嬉しいですけど。（笑

せっかくの友達との話題なのに

まひるなんかが出ちゃっていいんでしょうか???
なつみさんは結局ｶﾚﾝﾀﾞｰは買われたんでしょうか???
「F・T・O」を買ってからにするのかな???
体調心配していただきありがとうございます。

おかげさまで無事復活しました。

なんか働いてるうちに治るのもおかしいんですが。（笑

ﾎﾝﾄご心配おかけしました。

いやー。ﾊﾟｿに意欲的に向かえるって嬉しいですね。（笑



マイさん

マイさんもお仕事お休みにされたんですか???
やっかしｵﾝﾀｲﾑで見たいですよねー。

ﾘｱﾙにﾌﾞﾛｸﾞに書きたいですし。

だから休みにしちゃいましたー。

ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

ｶﾚﾝﾀﾞｰ、すっごくいいですよね。

今から使うのが楽しみです。

でもこんなことならもう１つ保存用に買えばよかったかなぁ

なんて思ってます。

ナナ美さん（＠忠義）

ﾊﾟｿ壊れてたんですかー???
まひるも実は２年ぐらい前に自分のﾊﾟｿが壊れていて

ﾌﾞﾛｸﾞを始めた時は弟のﾊﾟｿだったんですよ。（笑

それでずっと直さず図々しく使ってたんですが

それも壊れてしまったので

ちょっと家族にｷﾚられたのでやっと自分のﾊﾟｿ直しました。

それが３ヶ月前になります。

ｶﾚﾝﾀﾞｰもっそい良いですよね。

すっごく好きです。

ﾎﾝﾄ去年まではｼﾞｭﾆｱのｶﾚﾝﾀﾞｰに２〜３ﾍﾟｰｼﾞ載ってる

忠義を見るのがやっとって感じだったんですけど

やっとエイトのｶﾚﾝﾀﾞｰが出てくれてｽｯｺﾞｲ嬉しいですよね。

大切に使います!!!!!
まひるは城の日は４月４日と４月２５日です。

ナナ美さんは９日なんですか???
同じ日だったら是非会いたかったですぅー。

あ。体調心配していただきありがとうございます。

おかげさまでなんとか復活しました。

期末ﾃｽﾄ頑張ってくださいね。

なっつんさん（＠忠義）



なっつんさん、kindai買われました???
もっそいｶｯｺｲｲんですけどぉー!!!!!
いやね、でもあのﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰｼｮｯﾌﾟの制服のﾊﾟﾝﾂは

ないなって思いましたけどもね。（笑

なんかｼﾝﾃﾞﾚﾗｽﾄｰﾘｰとか夢があっていいですよね。

放送が楽しみですね。

ゆりえさん（＠忠義）

ﾎﾟｽﾀｰまだ広げてみてないんですよ。（笑

なんかｵｯｻﾝが新聞を電車で立ち読みしてるみたいな

見方はしたんですけどね。（笑

ｶﾚﾝﾀﾞｰの亮ちゃんのｼｰﾙどうしようかなぁーって思ってたら

ｼﾞｬﾆWebの方で申し込み受け付けてたんで
そっちで申し込みました。

体調心配していただきありがとうございます。

ﾎﾝﾄにｽｯﾄｺﾄﾞｯｺｲなので。（笑

おかげさまで今日から復活しました。

小日向さん（＠忠義）

なんかﾎｽﾄみたいな妙な衣装着てるやつも

あるじゃないですか???（笑
あれもひそかに好きなんですけど。（笑

脳内忠義、放出しまくりですよねー。

放出してももっそい速い充電可能なんですけど。（笑

常に温泉のようにあふれ出てるので。

ある意味、忠義菌ですよ。

あー。そんな菌なら侵されてもいいです。（笑

サキさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｶﾚﾝﾀﾞｰは無事ｹﾞｯﾄ出来ましたか???
いや、ﾊﾞｶﾎﾞﾝﾄﾞも好きなんですけどぉー。（笑

ﾌﾞﾛｸﾞの方、後でお邪魔させていただきますね。



真冬さん（＠忠義）

いやいや、全然まひるでよかったらいつでも

おしゃべりしますって!!!!!
目指せｺﾝﾋﾞﾆ感覚ですから!!!!!（笑
ちゅー顔ﾏｼﾞﾔﾊﾞｶｯﾀですぅー。（ｳﾙｳﾙ

なんか身長１７８ｾﾝﾁとかあるのに

エイト１大きいのにそれでもカワイコちゃんｷｬﾗが許されてしまうのは

たちょだからですよね。

丸の∞ﾚﾝｼﾞｬｰもっそい面白かったですよね。
丸はある意味天才ですよ。

ｽﾃｷだなぁー。

たちょ、つらいですよね。（涙

早くたちょの笑顔が見たいです。

体の心配していただきありがとうございますぅー。

おかげさまでなんとか復活しました。

百合華さん

まひるも髪長めのたちょが好きですねー。

今、髪型どうなってるのか全然わからないので

明日ﾚﾎﾟをあさりまくろうと思ってます。

ｶﾚﾝﾀﾞｰ買われましたか???
もっそい良いです。

あれで２０００円出しても惜しい気がしませんもん。

４月から楽しみです。

みずきさん（＠章大）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

演舞城のﾁｹｯﾄはﾏｼﾞﾐﾗｺｰですよ。

一般で６列目とれちゃうなんて滝つFCで取った方に
申し訳ないですよ。

ﾎﾝﾄに。

まひるも友達にもみづきって居ますよ。

みんなにみづきって呼ばれてるから



みずきと言う響きが耳に残ります。

あ。なつみさん。はいはい。

わかります。

なつみさんと親友なんですか???
なつみさんって大倉担ですよね???
で、みずきさんが安田担ってことは

まひるとまひるの相方と一緒ですね。

まひるの相方も安田担なので。

しかも親友。

何気に大倉担と安田担のｺﾝﾋﾞ多いですよね。

なんか嬉しいです。

uriさん
∞ﾚﾝｼﾞｬｰの忠義、切ないですよね???
でもでも頑張って欲しいです。

無理せず一歩一歩前へと。

あ。ナナ美さん（＠忠義）さんも９日って

書いてましたね。（笑

ちょっとｳｹました。

舞華さん

こんばんﾜﾝﾂｰ。

お久しぶりですぅー。

体調心配していただきありがとうございます。

ﾎﾝﾄご迷惑おかけしております。

え???ﾏｼﾞですか???
栄養ﾄﾞﾘﾝｸとかって肝臓によくないんですか???
初めて知りました。（涙

まひる、通常でも薬を飲んでるので

あまり肝臓には良くなくて定期的に検査受けてるんですけど。

うーん。

エイトコンまだいつ行くか決めてないんですよー。（涙

でも絶対行くなら４日の方だと思います。

２公演あるので。

３日も行けたら行きたいです。



舞華さんはどちらの日にされますか???
あ。相ﾘﾝOKですよー。
ﾘﾝｸ貼っておきますね。

で、後で舞華さんのﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒﾝﾄ残しておきます。

あゆさん（＠忠義）あゆさん!!!!!!
ﾌﾞﾛｸﾞ遊びに来てくれたんですねー。

嬉しいですぅー。

ﾏｼﾞですか???
ﾔﾌﾟﾛｸﾞのﾘﾇって昨日からでしたよね???
まだﾘﾇってるのか???
栄養ﾄﾞﾘﾝｸはﾏｼﾞ効きますって!!!!
時々飲むんですけどﾊﾞﾘ元気になります。（笑

ﾏｼﾞですか???
漫画の趣味かぶってます???
ﾌﾙﾊﾞとか最遊記とかもっそい面白いですよね。

何気に漫画ｦﾀなので。（笑

広く深くがﾓｯﾄｰでして。（笑

いやいや、こちらこそこれからも密な関係をﾖﾛｼｸ

お願いします。

またあゆさんのﾌﾞﾛｸﾞにもお邪魔しますぅー。

ayaさん（＠仁）
ｺﾒﾝﾄありがとうございますぅー。

ayaさん、お忙しいとこ
わざわざｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾎﾝﾄayaさんのﾌﾞﾛｸﾞのﾃﾞｻﾞｲﾝとかKAT-TUN愛に溢れてて
大好きです。

内容とかもすごく勉強になります。

またｺﾒﾝﾄ残しに行きまーす。



2006.03.07 Tue 滝沢演舞城、初日。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

ﾈﾑﾈﾑ病脱出した大倉担まひるですけどもー。

やっかしお昼寝も大切だけどでもちゃんと昼間に

起きていられることの方がもっと大事。

今日、友達がご飯食べようって誘ってくれたんだけど

今日は疲れを癒す方を先決にした方がいいなって

思って断った。

ご飯なんていつでも食べれるしね。

それより早く体調を完璧にすることの方が大事。

そういや、前夜祭の時に勢いで亮ちゃんのﾎﾟｽﾀｰ買ったのね。

でも結局１度も開いていないってゆーね。（涙

買って満足みたいな。（笑

あと今年のﾄﾞﾘﾎﾞの集合ﾎﾟｽﾀｰもまだ開いていないし。（笑

忠義のﾎﾟｽﾀｰは貼ってあるんだけどね。

なんか忠義って髪長い方が男前が際立っていませんか???
そう思うのまひるだけかなぁー。

なんかｾｸｼｰさが加わって良い感じだとまひるは思うんだけど。

さてさて今日、忠義の髪型が公の前に出るわけですけども

どんなんなんだろう。

飽き性のただよぴのことだから何かしら変化はあると思うんだけど。

せっかく黒にしたんだし。

それともﾛﾝ毛ｷｰﾌﾟか???（笑
黒髪であの長さは重いよなぁー。

しかもﾃﾝﾊﾟ。

ﾀﾞﾀﾞﾀﾞｰﾝ。（笑
まひるのﾃﾝﾊﾟと丸のﾃﾝﾊﾟと忠義のﾃﾝﾊﾟとで

誰が１番か今度比べようぜー。（笑

寝起きでさらに雨が降っててそのまま外に出たら

どうなるか。（笑

楽しみにしてますぅー。

ちなみにまひるは今縮毛矯正がかかってるから



全然その２つがへっちゃらなんだけどね。

ま、梅雨の時期までには取れると思うので。（笑

いや、またその時期になったら縮毛矯正かけちゃうんだけどね。

でも男の人だとたぶんちょっとくせ毛の方が

ﾜｯｸｽののりがよくていじりやすいんだと思うけど。

よくは知らん。

忠義に聞いてみないと。（笑

別にｼｹﾞでもいいんだけど。（笑

つーか最近よく鼻血を出すんですけど

思春期の男子ですか???
今もﾃｨｯｼｭが鼻に詰まってます。（笑

しかも我慢ならずにはずそうとしたら予想外に出てて

じゅうたんにﾀﾘﾗﾘﾗｰﾝってしちゃいました。（涙

確か小学校の時も鉄棒に鼻ぶつけて鼻の骨が曲がってしまって

それから鼻血が１時間置きぐらいに出るように

なって授業中とか遊びに行く時もﾃｨｯｼｭが手放せず

病院行ったら手術しましょうとか言われたのね。

それを聞いて帰ってきてからﾋﾟﾀﾘと鼻血は止まりました。

単純な体だなぁーと思った瞬間でした。（笑

今日のｽｶ☆Jは何やるんだろう。
先週のﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞでは忠義がもっそい男前なとこ見せてくれたから

ﾏｼﾞ感動した。

忠義さん、ﾀﾞｰﾂもやるし、ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞもやるし、

お酒も強いし、ｽﾃｷだなぁー。

そんな忠義と夜のﾃﾞｰﾄを楽しみたいなぁー。

ちなみにまひるはﾀﾞｰﾂのｾﾝｽもなければﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞのｾﾝｽも

ありませんけど。（笑

なのでWﾃﾞｰﾄでまひるは忠義の男前なとこを
隣で見ていたいのです。

生ただよぴー。

なんかﾀﾞｰﾂとかﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞとか遊び人ｾﾝｽが···orZ（笑
まぁ、気にしない。気にしない。

男前ｾﾝｽですよ。（笑



やっすんのは乙女的ｾﾝｽですけどね。（笑

空さん（＠章大）べた褒め。（笑

でもﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞの時にいつも先頭きってうるさい横山裕さんが

おとなしかったのが気になりました。

あと亮ちゃんのｺｰﾅｰも小粋だなって思いました。

ﾛｹに参加出来ない亮ちゃんもちゃんと出演

出来てるとこが素晴らしい。

今週はさてさてどうなるのでしょう。

で。今日は滝沢演舞城の初日ですね。

ちょっと心配は残るもののきっと忠義なら

うまくやってくれたと思います。

まぁ、まだ舞台初日ですし、

いろいろと手探りかと思いますが

舞台も２ヶ月あると良いものが出来るらしいので

それに期待しておきたいと思います。

でも２ヶ月って長いですよね。

２ヶ月経ったら城ﾎｰﾙの方もありますしね。

忠義とキミくんが演舞城をやりながら

亮ちゃんはﾄﾞﾗﾏやりながら

どうやって完成させてくのかが

楽しみです。

亮ちゃんはきっと掛け持ちの仕事なんて

当たり前なんでしょうけど。

ヒナティブの演舞城に出られないｽｹの方も

気になりますし。

あー!!!!!
ヒナティブで思い出した。

前夜祭でヒナティブとまたここで待ち合わせをしましょうって

約束したのに約束守れなくてｺﾞﾒﾝなさい。

約束守りたかったです。（涙

でもやっかし８人揃ったエイトで城ﾎで会いたいです。

だからそれまでおあずけってことで。

その時は号泣ですよ。号泣。

化粧がはげはげになるぐらい泣きますよ。

えぇー。（笑



つーかよく思いつきで買い物をするんですが

今日は夢でYUKIのｱﾙﾊﾞﾑを買えとお達しがあったので
明日YUKIのｱﾙﾊﾞﾑを借りてこようと思います。
何か良いことあるかもしれないし。（単純

ｼﾞｬﾆWebのｱﾙﾊﾞﾑ解説読みました。
今日は「F・T・O」と「悲しい恋」の解説で
丸ちゃんとヒナティブでした。

なんかこれ読んでいろいろ想像してｱﾙﾊﾞﾑ発売に備えたいと

思います。

つーか悲しい恋のヒナティブのﾎﾟｲﾝﾂがもっそい

面白かったんですけど。（笑

RAPの囁いてる部分ね。（笑
ヒナティブ自分でびっくり!!!!!みたいな。（笑
悲しい恋はエイトの基本的ﾃｰﾏみたいな感じの曲だよね。

なんか歌謡曲＋RAPみたいな。
ヒナティブ必ず探し出すからね。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

ナナ美さん（＠忠義）

真冬さん（＠忠義）

舞華さん（＠忠義）

桃さん（＠忠義）

小日向さん（＠忠義）

ナナ美さん（＠忠義）

uriさんと時間も一緒なんですか???

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


それはすごい偶然。

エイトコン、代々木で会えたら会いましょう。

まだ確実に行けると決まったわけでもないんで

確実なお約束は出来ませんが

代々木で会えたら嬉しいです。

大阪行きたいんですけどねー。（涙

今回は諦めます。

真冬さん（＠忠義）

たちょのｷﾞｬｯﾌﾟがもっそい魅力的なんだと思います。

低音ﾎﾞｲｽなのに可愛いし。（笑

天然なとことか最高ですよね。

エイトメンみんな個性強いし、

ｽﾃｷですよね。

それぞれの見せ方とかがあって。

ﾀﾚﾝﾄさんって大変な仕事ですよね。

悲しい出来事があっても笑顔でいなくちゃならない。

つらい時はつらいって言っていいんだよ。と

手を差し伸べたくなりますよね。

でも結局何もしてあげることの出来ない無力な

自分に腹立たしくも感じます。

舞華さん（＠忠義）

ﾘﾝｸ了解しました。

４日から修学旅行なんですか???
あら。

３日はまだちょっと行くかどうかわからないのですが

もし行くよう決まりましたらぜひ会いましょう。

まだ相方と全然相談もしてないんですよ。（ﾄﾎﾎ

栄養ﾄﾞﾘﾝｸの飲みすぎにはぜひ気をつけたいと

思います。（笑

まひるもまだ案内来てないみたいで。

最近新しく入りなおしたのでもっそい番号遅いから

それでかなとちょっと思ってるんですけど。



桃さん（＠忠義）

なんか日に日に元気になってますよ。（笑

桃さんと連動してるんでしょうかね。（笑

桃さんも元気になって良かったです。

１４日が仕事休みなのでﾅｲｽﾌﾗｹﾞですよ。（笑

桃さんも代々木ですか???
なんか代々木大集合ですね。（笑

小日向さん（＠忠義）

たっちょん菌に侵されたい福原まひるです。（ｷﾗﾘ

思います。思います。

どうしてたっちょんの身近な存在として出会わなかったんだろうって

何度も何度も考えては泣いて苦しんで。

でもそれでもﾀﾚﾝﾄとﾌｧﾝとしてでも

たっちょんに出会えてこんな気持ちにさせてくれる

エイトにたっちょんに感謝の気持ちでいっぱいです。

まひるもきっとこんな思いをするのは

たっちょんが最後だと思います。

たっちょんがいるから頑張れることたくさんあるんですよ。

しんどくても少しでもたっちょんに気持ちが届くと

いいなという気持ちで応援しています。

こんな形でも今の時代に生まれてエイトと大倉忠義という人に

出会えたことを嬉しく誇りに思います。



2006.03.10 Fri 友情っていいなぁー。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾌﾞﾛｸﾞ放置してｺﾞﾒﾝなさい。

精神的にｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞになってしまって

何も考えられない状態でした。

別に特に理由ってゆう理由もないんですけど

でもちろり（＠錦戸）に話聞いてもらって

すごくすっきりしました。

ちろたん、ありがとう!!!!
こうしてまひるはたくさんの友達に支えられてるんだなぁーって

思ったら嬉しくて涙が止まらなかった。

今日、ちろたんからﾒｰﾙ来なかったら

まひるは明日もｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞのまま過ごしたと思う。

ただひとつ思う。

ｼｬｶﾘｷに頑張らなくてもいいってこと。

自分は自分のﾍﾟｰｽで頑張ったらいいってこと。

力入れすぎちゃうと途中で絶対疲れちゃうし、

自分がﾊﾟﾝｸしてしまうと思う。

この間、そう思ったばっかりだったのに

まひるは何ひとつ学習してなかったかと思うと

恥ずかしいと思う。

今日、祐輝さんからｺﾒﾝﾄいただきました。

忠義は茶髪の髪の毛伸びっぱらしいです。（笑

いや〜ん。ある意味ｽﾃｷ。（笑

とうとうたつよしもﾛﾝ毛ですか???
今月のｦﾀ誌の片方髪を耳にかけてて

ちょっとくしゃくしゃとした髪型がもっそい可愛いと

思ったのはまひるだけですか???
あれは大倉担的にありなんですかねぇ。

恋は盲目というので自分では全然わからないんですよ。

誰か教えてください。



今日はいつもだったら勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽをやるんですが
ﾃﾝｿﾝがそこまで上がらないので

今日は雑談でお許しください。

また明日出来たらやろうと思います。

ﾊﾟｿに向かう力が出てきただけでもお許しください。

なんかｵｶﾝが言うには季節的なものもあるんじゃないかって。

まひるのこのｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞ感。

軽く鬱が入ってるんだけど

女の子の日の前とかもそうなる。

だから今回もそれがWで来たのかなぁーって思ってる。
明日にはなんとかｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞ感脱出出来てたらいいなぁー。

明日休みだから遅くまで起きてるんだけど

初ﾔﾌｰﾒｯｾ体験。

相手はあき（＠忠義）だったんだけど

ﾌﾞﾛｸﾞ更新してる最中だったからちょこっと話して終わった。

でも収穫あったし。（ﾆﾔﾘ

あきたん、ｻﾝｷｭｰ。

また話そうねー。

じゃ、短いけどこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

たくさんのｺﾒﾝﾄありがとうございます。

すっごく元気が出るし、励みになります。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにありがとうございます。

明日、昼間起きれたらｺﾒﾚｽやります。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.03.10 Fri ご迷惑おかけします。

こんばんワンツー。

大倉担まひるです。

どうしても鬱から脱出出来ないので

しばらく気まぐれ更新にしたいと思います。

書ける時に書く。

ご迷惑おかけします。

関ジャニ∞ 大倉忠義担当＊福原まひる



2006.03.11 Sat 地味っこ大好き。（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

やっかし女の子の日が来て少し鬱が安定してきた。

そうなのです。

まひるは過呼吸だけでなく鬱がﾎﾝﾄに苦しんでる

病気なのです。

だから女の子の日の前になると鬱がでやすくなってて

でも今回みたいに出たのは良くなり始めてからは

なかったから結構ﾔﾊﾞｲなって思ってて

病院で薬増やしてもらおうかなぁーって。

とりあえず明日明後日の様子みてみて

それでも体調悪かったら水曜日に

薬の調合してもらってくる。

なんかだいぶ良くなったなって自分では思ってたんだけど

まだまだ完璧な体じゃないんだなぁーって思った。

ところですっかり喰いﾀﾝでヒー様（東山さん）に

ﾊﾏってて。（笑

いやー。喰いﾀﾝ面白かったよ。

ヒー様のｷｬﾗ最高!!!!!
ちなみにヒー様という呼び名は誰がつけたんでしょうか???
まひるが空（＠章大）に出会った頃はすでに

２人してヒー様って呼んでたもん。

そんなわけでエイトメンのみなさんもぜひぜひ

ヒー様と呼んであげてください。

ちなみにｼﾞｬﾆWebにヒー様にﾒｰﾙ送れるｺｰﾅｰがあるのね。
そこではだいたいﾋｶﾞｼってみんな呼んでるみたい。

そ、そ。それでね、なんとか仕事には行けてるのですよ。

でもいつ倒れてもおかしくない状態なんだよね。

４年ぐらい前に大きな発作起こしてからは



全然平気だったんだけどね。

その時はちょっとだけ入院したのね。

今は絶対入院したくないんだ。

演舞城もエイトコンも行けなくなっちゃうから。

でも自分でｺﾝﾄﾛｰﾙ出来る病気じゃないから

ｽｯｺﾞｲ怖くて。

自分では大丈夫のつもりでいても

倒れたりするから。

家にいる時は大丈夫なんだけど

外出ると発作出たりするから。

そんなわけでまだしばらく気まぐれ更新続くかと思いますが

ﾖﾛｼｸお願いします。

つーかつーか。

ﾔﾊﾞｽ。

演舞城のたちょが男前過ぎる。

あー。ﾛﾝ毛萌えですよ。（笑

今日、仕事行く前に本屋に電話してｵﾘｽﾀ

お取り置きしてもらったし。（ﾆﾔﾘ

滝沢演舞城、好評って聞いたんですけど

ﾏｼﾞですか???
もっそい楽しみ〜。

ﾎﾝﾄ病気になんてなってる場合じゃないし。

あー。でいいですか???
突然だけど遠藤雄弥萌え。（笑

でもね、「１ﾘｯﾄﾙの涙」見てもどこに出てるか

全く気づかなかったし、

「ﾛｹｯﾄﾎﾞｰｲｽﾞ」見ても全然萌え萌えしないんだけど

お雑誌に載ってる遠藤雄弥が好きらしい。

しかも遠藤雄弥が「ｼﾞｭﾌﾞﾅｲﾙ」に出てるってどこかで

見たなぁー。

「ｼﾞｭﾌﾞﾅｲﾙ」は見たことあるけど

全然記憶にない。（苦笑

でもなんか地味〜な感じが好き。（笑

基本的に地味好き。（笑

あんまり目立ったような人を好きになることなくて。



でも最近大倉忠義さんが男前になりすぎて

危機を感じる。（笑

なんの危機だよ!!!!!
ちょっと予想外の展開。（笑

想定外です。事件です。（笑

ここで忠義にお願い。

忠義もﾚｰｼｯｸやって!!!!!（切実
だって忠義も視力０．１ないぐらい悪いのに

ｺﾝｻｰﾄとかの時ｺﾝﾀｸﾄしてないから。

だからいっそのことﾚｰｼｯｸで!!!!!
まひるは怖くてﾚｰｼｯｸなんて出来ませんけど。（笑

章大も度胸あるよなぁー。

たちょ、ﾖﾛﾋﾟｺ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

ｺﾒﾝﾄたくさんありがとうございます。

すっごく励みになります。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.03.12 Sun ｺﾒﾚｽｽﾍﾟｼｬﾙ。

おはようごじゃりますだ。

大倉担まひるですけどもー。

なんとか今日も１日頑張れたらいいなぁー。

水曜日までがまひるの中で山になる。

その日までに倒れずちゃんと仕事がこなせますように。

あ。あとらくがきﾎﾞｰﾄﾞの方

梨奈さん、さくらさん励ましのｺﾒﾝﾄありがとうございます。

すごく嬉しかったです。

また仕事から帰ってきたら本編やります。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

えー。それで今日は溜まってるｺﾒﾚｽをしたいと

思います。

ｺﾒﾚｽ

みずきさん（＠章大）

真優さん（＠章大）

なっつんさん（＠忠義）

あき（＠忠義）

小日向さん（＠忠義）

真冬さん（＠忠義）

サキさん（＠忠義）

uriさん（＠忠義）
ななさん（＠忠義）

はる（＠仁・亮）

祐輝さん

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ありさ（＠博貴）

真緒（＠和也）

ゆりえさん（＠忠義）

凛玖さん

かよこ（＠亮）

みずきさん（＠章大）

ﾃﾞﾍﾍこんなまひるのｺﾒﾚｽなんかを喜んでくれる人も

いると言うことで今日はｺﾒﾚｽｽﾍﾟｼｬﾙです。（笑

「F・T・O」ﾌﾗｹﾞまであと２日です。
今は仕事を倒れずにやり通すことがまひるの中で

１番で家にいる時は体調良くても外出ると

途端に過呼吸になったりしてその場に立っていられなくなるんです。

「F・T・O」を手に入れるまでは頑張るぞう!!!!!
お互い頑張ろうね。

真優さん（＠章大）

あー。なるほど。

ｦﾀとﾊﾞﾚずにﾒｱﾄﾞにも採用ですか???（笑
全然教えてもらうまで気がつきませんでした。

まひるってこうゆうﾈｰﾐﾝｸﾞつけたり考えたりするの

苦手なんですよ。

なっつんさん（＠忠義）

ﾘﾝｸですか???
ﾘﾝｸは最近はたまに気に入ったｻｲﾄさんがあると

お願いしたりしてますけど

後はお願いされることの方が多いので

って感じですかねぇ。

あ。福島ではｽｶ☆J見れないんですか???
まひるがﾀﾞﾋﾞ出来たらいいんですけど

実は複雑なｼｽﾃﾑになってまして

空（＠章大）に頼まれて裏ｼﾞｬﾆの頃からﾋﾞﾃﾞｵ録画



してるんですね。

だから毎回録画はしてるんですけど

まひるのものではないのです。

で、今、まひるの家のﾃﾞｯｷ１台しかないので

ﾀﾞﾋﾞが出来ないんで空にﾀﾞﾋﾞしてもらってるんです。

複雑でしょー???（笑
そんなわけでﾀﾞﾋﾞできなくてｺﾞﾒﾝなさいです。

あ。そうそう。山梨ではたっちょんのﾄﾞﾗﾏやらないらしいです。

なので東京の友達に録画頼みまーす。

ﾘｱで見れないのがすっごく残念（涙

ナナ美さん（＠忠義）

ﾎﾝﾄ忠義と夜のおしゃれﾃﾞｰﾄが出来たらもう思い残すことは

ありません。（笑

あ。まだﾊﾟｿ直してなかったんですか???
早く直るといいですねー。

携帯からだと文字打つの大変ですよね???
たちょはｺﾝﾀｸﾄしてる時もあるらしいんですが

ｺﾝｻｰﾄなどの時はﾗｲﾄで目が乾くと言う理由から

舞台の上ではｺﾝﾀｸﾄしないんですよー。

だったらﾚｰｼｯｸを!!!!!ですよねー。
で、最近忠義さんは赤ふちのめがねを作ったらしいんですけど

まひると丸かぶりです。（笑

あき（＠忠義）

え???でも前夜祭の時の錦戸ﾎﾟｽﾀｰ光を放ってませんでした???
あと買え買えｵｰﾗ。（笑

あれもっそい男前でしたもん。

忠義、結局茶髪のﾛﾝ毛で出てるらしい。

それがもっそいいい感じなんだよねー。

なんか遊び方のうまい男の人って魅力を感じない???
うん。まひるも今回は大阪行けないから

次は完全色で会いましょうなのであーる。

友達って大切だよね。

うんうん。まひるもまだあきのこと知らないこと



たくさんあって少しでもあきのこと知りたいなって

思ってるよ。

でも妹のように思ってるのはﾎﾝﾄだよ。

だからこれからもﾖﾛｼｸ。

小日向さん（＠忠義）

そうですね。

自分のお金でｺﾝｻｰﾄとか行けるようになるのが

１番ですよね。

中学生は仕方がないにしろ高校生になって

親のすねかじってるような人はあんまり好きでは

ありません。

自分でﾊﾞｲﾄ出来るようになったら自分で

ﾊﾞｲﾄして苦労して手に入れたﾊﾞｲﾄ代で見るエイトは格別だと

思います。

真冬さん（＠忠義）

真冬さんが中学生だと言うことに驚き。（笑

なんか落ち着いてますよね???
今年はエイトに会えるといいですね。

忠義の男前ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞぜひぜひ見てくださいねー。

ｷｭﾝ死します。（笑

サキさん（＠忠義）

ｶﾚﾝﾀﾞｰﾀﾞﾌﾞってしまったんですね。

でもあれは結構お得な感じなので

保存用とかありだと思います。

そうですね。

滝沢演舞城、またﾀｯｷｰが大変な技を見せてくれるみたいなので

怪我なく病気なく無事に千秋楽を迎えられること

お祈り申し上げます。



uriさん（＠忠義）
まだ完璧に体調回復ってわけでもないんで

ﾎﾞﾁﾎﾞﾁやっていきます。（笑

あ。ﾃﾞｲｽﾎﾟまだ買ってないので

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ取り寄せようと思ってるところです。

ﾘﾝｸ貼っていただいて結構ですよ。

こんな駄ﾌﾞﾛｸﾞでよろしければ。（笑

忠義の髪型はありですか???
良かったです。（笑

ななさん（＠忠義）

まひるも結局エイトコンのﾊｶﾞｷ来ませんでした。

でもﾊｶﾞｷが切れてるわけでもないので

そのまま申し込みしちゃいました。（笑

そうそう、「ｼﾝﾃﾞﾚﾗ〜」山梨では映らないことが判明しまして。（涙

なので友達に録画頼んで後日という形になります。

せっかく休みにしたのにー。

ﾘｱで見れないなんてー!!!!!
ｼｮｯｸすぎる。

ﾌｧﾝﾚﾀｰですか???
例えばあの番組のこんなとこが良かったとか面白かったとか

雑誌でこんなこと言ってましたけどどうなんですか???
とかそんなことを書いてたっちょんを褒めて褒めて

でも叱る部分もあったら叱ってあげて

∞ﾚﾝｼﾞｬｰのことでもいいと思いますし。
思ったことを書いて忠義が頑張ろうって思えるﾌｧﾝﾚを

書いてあげたらいいと思います。

返事はまず来ないことの方が多いと思います。

でも返事など気にせず読んでもらえてるってことを

前提に自己満でいいと思います。

体調の心配ありがとうございます。

とりあえず水曜日に薬の調節してもらって

くれば平常どおりの生活は送れると思います。

油断は出来ませんけどね。（涙



はる（＠仁・亮）

久しぶり〜。

全然絡みなくてｺﾞﾒﾝね〜。

これからは絡んでいくようにするわ〜。

まひるだってはるのこと忘れてないよ。

えぇー。まひるとちろりが憧れ???
ちろりはわかるけどまひるなんてただの変態ﾌﾞﾛｸﾞ書きですし。（笑

まひるのとこでは「ｼﾝﾃﾞﾚﾗ〜」はやらないそうです。（涙

そんなわけで友達に録画を頼むことにします。

まひるも最近ﾌﾞﾛｸﾞ書くのが必死で

他の人との絡みが少ないので

これからはもっともっと絡んでいきたいと思ってます。

これからもﾖﾛｼｸねん。

祐輝さん

たちょのﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑの新技とかありますか???
滝沢演舞城、好評だと聞いて安心しました。

ﾁｹｯﾄがあまり売れてる様子がなかったので

心配してました。

あ。ありがとうございます。

茶髪ののびっぱなんですね。

なんか演舞城に出る人は髪を黒くしないとならないと

言う話を聞いていたので

てっきりたちょも黒くしたかと思ってました。

ありさ（＠博貴）

エイトコン、ﾁｹｯﾄが取れたら代々木だけ行くよ〜。

でもきっと次にｺﾝやる時は全国ﾂｱｰとかやりそうだよね。

今はまだ準備段階なのかもしれないね。

体の心配してくれてありがとう。

今はまだ完璧って言えないけど

とりあえず水曜日に薬もらってきてからかな。

落ち着くのは。



真緒（＠和也）

４年前に大きな発作を起こして入院してから

ﾎﾝﾄになんともなくて。

まぁ、夜眠れないことと過呼吸を起こすぐらいで。

でも今回いきなり鬱がやってきて

最初何が起こったのかわからなかった。

ただの体調不良かぐうたらなだけかと思ってた。

そしたら鬱だった。

ありがとね。心配してくれて。

真緒が１番知ってるもんね。

鬱の怖さを。

まひるは大丈夫だよ。

ゆりえさん（＠忠義）

ご心配おかけしましてすみません。

まだ本調子というわけではないので

ﾌﾞﾛｸﾞも気まぐれ更新になりますけど

必ずちゃんと復帰したいと思ってます。

その時はﾖﾛｼｸお願いします。

心臓、１度ちゃんと診てもらった方がいいですよ。

病院はちょっと何かおかしいな???って思った時に
ちゃんと診てもらうのが大切だと思います。

ゆりえさんも面倒かもしれませんが検査受けてみてください。

凛玖さん

お久しぶりです。

ご心配おかけします。

しばらく気まぐれ更新は続くと思いますが

ぜひこれからもﾖﾛｼｸお願いします。

かよこ（＠亮）

なんとか第一段階突破。（笑

あとは季節的なものもあるから

一概にもよくなったとは言えないんだけど



とりあえず水曜日に病院行って

薬の調合してもらってきます。

そしたらたぶんラクになれると思う。

毎回ｺﾒﾝﾄくださる方、初めてｺﾒﾝﾄくださる方、

ありがとうございます。

みなさんのｺﾒﾝﾄにすごく励まされます。

病気になんて負けてられないなって思います。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにありがとうございます。



2006.03.12 Sun 今が幸せならそれでいい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーかつーか聞いて!!!!!
Rちゃんと初めて好みがかぶったの。
Rちゃんと言えばｺﾞﾘﾗ系男子が好みのお方。
今まで好みがかぶったことなどございません。

でも、中学生のお客さんでもっそい可愛い子がいるの。

八乙女ﾋﾟｶﾘﾝにそっくしな。

ﾏｼﾞで。

で、そのお客さんが帰った後に

Rちゃんが「あの子可愛いよね。」って言い出して。

ﾏｼﾞでかー???
って思ってさりげなく「金八先生に出てた子に似てるよね。」

って言ったのね。

そしたら「似てる。似てる。あの覚せい剤の子。しゅうだっけ???」
やっかし。やっかしﾋﾟｶﾘﾝに似てるんじゃん。

そこで初めてまひるとRちゃんの好みがかぶりました。

ﾏｼﾞでか???
これからまひるは可愛い男子ﾊﾝﾀｰになります。

犯罪とか言わないで。

わかってるから!!!!!
ﾎﾝﾄﾏｼﾞで可愛い。

ちょっと胸ｷｭﾝしちゃうもん。

いつも。（笑

そだ。昨日、もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞでまひるの鬱の経緯を

お話しましたので

興味ある方はﾘﾝｸから飛んでみてください。

詳しく話すともっともっと長くてつらいお話なんだけど

簡略に書きました。

でもつらい過去ばかりではないし、



今は大倉忠義と言う人に出会えて毎日が楽しいし、

忠義を通してたくさんの人と知り合って

幸せだと思ってる。

２度無くしかけた命だけど大切にしたいと思う。

ちなみに１度目は本当の親に道端に捨てられた時。

ま、道端ってゆーか今の親の家の前なんだけどね。

生後１ヶ月ぐらいだったらしい。

普通生後１ヶ月の子供を道端に捨てるかなぁ???
それでも生まれてきて良かったと思うし、

生んでくれたことには感謝してる。

順風満帆な人生ではなかったけど

でも今、幸せならいいじゃん。

そう思う。

まひる、「金ｽﾏ」に出れるかなぁ???（笑
もっそい出れそうじゃない???
あ。今が成功した人生送ってないとﾀﾞﾒなんだけどね。

うーん。まだまだまひるの人生続くのよん。

まひるにとって成功とは???
大倉忠義様のお嫁ちゃまになることー。（逝ってしまえ

もしくはﾊﾟﾀﾝﾅｰとして成功してること。

両方とも難しいね。

でも夢に向かってまっしぐらー!!!!!!

あ。そだ。今日ｺﾝﾋﾞﾆで面白いもの見つけた。

ﾀﾗﾗﾀｯﾀﾗｰﾝ!!!!!
FFの体力回復のﾎﾟｰｼｮﾝ。
ちょっと欲しかったんだけどねー

よくわかんないんだけど６００円ぐらいするのね。

何それ!!!!!
でも忠義にお届けしたいﾎﾟｰｼｮﾝ。

体力回復して欲しいからー。（笑

ちなみにﾎﾟｰｼｮﾝを飲んで体力回復するのか

どうかは不明。

忠義さん、飲んだら報告ちょ。（笑



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾚｽは明日出来たら明日やります。

今日はとにかく眠いのら。
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2006.03.13 Mon ツライのは感謝の心が足りないから。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いよいよ明日エイトのｱﾙﾊﾞﾑがﾌﾗｹﾞ出来ます。

もうすっごい待ったような気分。

明日、朝起きてｱﾙﾊﾞﾑ買いに行ってくる。

休みで良かった。

あと水曜日に病院行って薬の調節してもらって

夜は仕事終わってから空（＠章大）とご飯の約束。

空と会うのはﾄﾞﾘﾎﾞ以来だから約２ヶ月ぶりぐらい。

久々なり。

お互い忙しくてなかなか同じ山梨に住んでても

会えないんだよね。

東京に住んでた頃は毎週会ってたけど。（笑

つーかつーか今日、寒くてびっくし。

仕事行く時、うそぉーんって思ったもん。

３月半ばとはいえ侮れませんな。

でも春が近くなってきて嬉しい。

でも季節で１番好きなのは秋。

秋生まれだからかなぁ。

秋生まれで思い出したんだけど

まひると弟って半年しか年違わないのね。

まひるが１０月生まれで弟が４月生まれで。

だからうちの親はｵｶﾝが妊娠４ヶ月だったにも

関わらずまひるのこと自分の子供として

迎え入れてくれたんだなぁって思って。

それがすっごい嬉しかったってゆーか。

お揃いの服着て写ってる写真とかたくさんあるんだけど

双子のように育ててくれた親に

ﾎﾝﾄ感謝してる。

この間、言葉を入れると別の言葉が

返ってくるやつの忠義ﾊﾞｰｼﾞｮﾝがあって



それに「苦しい」って言葉を入れたのね。

そしたらなんて返ってきたと思う???
「苦しいと思うのは自分に甘えがあるから。」

って返ってきたのね。

そうかって思った。

まひるはまだまだ自分の病気に甘えてるんだなって思った。

でも自分で自分の首絞めてもよくないし、

幸いにもまひるは自分の病気に対して

客観的に見れる部分がある。

だから大事に至らないんだと思うんだけど。

病気に飲み込まれていない。

まだまだ大丈夫。

頑張れる。

そう思った。

忠義がいるから空がいるから支えてくれるみんなが

いるから頑張れる。

やっかし将来的に子供は生みたいから

薬のない生活送れるようになりたいしね。

あ。そだ。今日、KAT-TUNがHEY３に出たんだよね。
録画してあるから明日みよ。

なんか昨日ﾚﾎﾟを見てたんだけど

何が１番ｳｹたかって

ゆっちがｼﾞｬﾆｰさんに「ｶｯｺｲｲ人がやっぱり合格するんですか???」
みたいなことを聞いたらｼﾞｬﾆｰさんが

「ﾕｰはどのぐらいだと思う???」って聞いて
ゆっちが「中の下ぐらい。」って答えたら

ｼﾞｬﾆｰさんが「ﾕｰは中の上だよ。」って答えたやつね。（爆笑

中かよ!!!!
ｼﾞｬﾆｰさんﾏｼﾞｳｹるんですけど!!!!!
好きだわ。ﾎﾝﾄｼﾞｬﾆｰｽﾞ事務所最高!!!!!
ちなみにそのゆっちの話、O.Aになってますか???
昨日、夜中に爆笑!!!!!
あとね、慶ちゃんがNEWSに選ばれてから
「田口」呼ばわりになったこととか。(笑
慶ちゃんの中で淳之は越えたんだね。（笑



早くHEY３見たいなぁ。
どこがO.Aになってるのかさっぱりだけど。

今日、ｽﾏｽﾏに見入ってしまったので

ﾌﾞﾛｸﾞ更新が遅れてるんだけど

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸの裏話とかがﾏｼﾞ面白かった。

で、思うんだけど

やっかし中居くんって司会うまいなぁーって思う。

大物外ﾀﾚさんとかもｹﾞｽﾄでたまに来るけど

全然そのﾊｰﾄﾞﾙの高さを感じさせないのね。

どんなｹﾞｽﾄでも自分の世界に取り入れてしまううまさは

さすがだと思う。

で、ちゃんとｹﾞｽﾄさんのこと勉強してるしね。

いつかヒナちゃんもそんな司会の出来る人に

なってくれたらいいなぁーって思う。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽはｺﾞﾒﾝなさい。

明日必ずやります。

なんか最近ｺﾒﾝﾄ多くて嬉しいです。

みなさん、ありがとうございます。

まだの人も気軽にﾎﾟﾁっとｺﾒﾝﾄください。（笑
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2006.03.14 Tue 「F・T・O」ﾌﾗｹﾞいたした。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、結局眠れなくてCD買いに行くまで起きてた。
CD買ってきてそれ聴きながら爆睡。
２時頃起きるつもりが気づいたら４時。

５時間ぐらい寝てるわ。

昼寝の度を越えてる。（笑

なんかちょっと損した気分。

「F・T・O」も無限大までしか聴いてないし。
休みの日に朝一でﾌﾗｹﾞした意味がないじゃん。（涙

今せっせこ聴いてるけど

やっかし眠いし。

でも今日はこれ以上眠らない。

夜眠れなくなるから。

明日、病院だし、空（＠章大）とご飯の約束あるし。

つーかまたしても今日は「ｽｶ☆J」前に
寝てしまうかも。（笑

もう目がｼｮﾎﾞｼｮﾎﾞして仕方が無いんだもん。（笑

あ。今日山梨のTV局に問い合わせたの。
「ｼﾝﾃﾞﾚﾗになりたい！」のこと。

そしたら反響が大きいから日程はまだ決まってないけど

放送予定はあるらしい。

まひるさん、２通ぐらいﾒｰﾙも送ったしなぁ。（笑

４月ぐらいに放送決まったらいいなぁー。

そしたらやっかし仕事は休んで見るけど。（笑

で、一通りｱﾙﾊﾞﾑ聴きました。

「悲しい恋」と「大阪ﾛﾏﾈｽｸ」と「Carnival」と「ONE」と



「ﾐｾﾃｸﾚ」が好き。

なんか思ったんだけどもっそいこゆいｱﾙﾊﾞﾑだよね???
たぶん聴けば聴く程好きな曲が増えていくような気がする。

もう今回、たちょのｿﾛﾊﾟｰﾄ多くてｳﾊｳﾊですよ。

つーか今、夢見た。（また寝てたんか???
ﾁｮｰﾊｯﾋﾟｰだったよ。

なんかまひるもエイトのﾒﾝﾊﾞｰになってて。

うちのｵｶﾝもエイトのﾒﾝﾊﾞｰで。（笑

なんか舞台挨拶みたいなのがあって

うちのｵｶﾝがたちょよりも先に出しゃばって

挨拶しようとしたから

まひるがｵｶﾝの衣装引っ張ってたちょに挨拶させるの。（笑

でね、結局まひるとたちょはﾗﾌﾞﾗﾌﾞになってしまうんですよ。

いつも手を繋いでて。（笑

で、ヨコの銀行口座覗いて見たりとかしてみた。（笑

何気にたくさん入ってた。（笑

やっすんとも絡みがあったけど忘れた。

あ。ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙやった時に張り切ってた。（笑

あとうちの庭でﾊﾞｰﾍﾞQとかやったんだけど
ヒナティブ隊長が頑張ってた。

でもその後、まひるとたちょは手を繋いで

ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝ食べに行くんだけどね。（笑

ちなみに夢にたちょが出てきたことって初めてで

もっそい嬉しかった。

しかもﾗﾎﾞﾗﾎﾞの設定だったし。

全国のたちょﾌｧﾝの方、ｺﾞﾒﾝなさい。

でも夢だけは好きに見させてくれー。

すっごいすっごい幸せだった。

幸せをありがとう、忠義。

夢の１つでこんなに幸せになれるなんて

やっかし大倉忠義と言う人の存在は大きい。

大好き。忠義。

愛をありがとう。



あ。そだ。ﾃｲﾁｸさんのエイトのﾍﾟｰｼﾞがﾘﾇされたということなので

今から見に行きたいと思いまーす。

今日はまだｱﾙﾊﾞﾑも聴きこんでないし、

ﾈﾀもないのでこの辺で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

りりかさん（＠忠義）

真緒（＠和也）

はる（＠仁・亮）

なっつんさん（＠忠義）

ななさん（＠忠義）

あき（＠忠義）

さくらさん（＠忠義）

ナナ美さん（＠忠義）

祐輝さん

陸（＠忠義）

朔さん（＠すばる）

ゆりえさん（＠忠義）

真冬（＠忠義）

瑛子（＠忠義）

小日向さん（＠忠義）

なつみさん（＠忠義）

りんさん（＠忠義）

みずきさん（＠章大）

ちかさん（＠章大） りりかさん（＠忠義）
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

眠れなかったりとかﾂﾗｲですよね。

まひるのﾌﾞﾛｸﾞが少しでもりりかさんの心に届いて

いたならいいなって思います。
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支えになれたでしょうか???（笑
そうですね。

たっちょんの笑顔を思い浮かべてﾉﾎﾎﾝと焦らず気長に

頑張りましょう。

お互いに。

真緒（＠和也）

うん。鬱って治ったと思ってもまた突然やってくること

あるから怖いなって思う。

まひるは自分の今の状況はちゃんと自覚してるよ。

自覚のない時もあったけど

今はちゃんと自覚があるよ。

だから大丈夫。

ｼﾞｭﾆｱに出会ってなかったらまひるは立ち直ってたかどうか

わからない。

今は特に大倉忠義と言う最高の人に出会えて

最高にﾊｯﾋﾟｰです。

はる（＠仁・亮）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

なんか今日やっと山梨のTV局に問い合わせたのね。
そしたらまだ日程は決まってないけど

放送予定って言われた。

とりあえず東京の友達に録画してもらうから

それを先に見てしまうか山梨で見てしまうか

どっちが先か。

あ。そう???
順風満帆そうに見えるけど生まれた時から

苦労してるんだよね。

１番最初の悲劇がﾎﾝﾄの親に捨てられたこと。

でもﾎﾝﾄの親とか関係ないと思ってるし。

今の親がまひるの両親だと思ってるし。

え???ﾏｼﾞですか???
好きになったとか嬉しいねぇ。

ﾀﾚﾝﾄさんのこと好きになってそれが現実逃避って



言われがちだけどまひるは全然そう思ってなくて

むしろ生きる支えをくれたり

大切な人に出会わせてくれたり幸せだなって思うよ。

だからｼﾞｬﾆを好きになって良かったって思ってるし、

現実逃避どころか前向きよー。（笑

はるもｼﾞｬﾆに出会ってどんどん良い方向に変わってるって

素晴らしいことだと思うよ。

これからもお互い頑張ろう。

なっつんさん（＠忠義）

まひるもﾌﾞﾛｸﾞでは結構手探りでやってます。

まひるでわかることならお答えしますよ。

ﾌﾞﾛｸﾞ頑張ってください。

あ。４月２２日に放送されるんですか???
良かったですね。

山梨ではまだいつ放送されるかわからないんですけど

放送はしてくれるみたいです。

お互い楽しみですね。

ななさん（＠忠義）

会員番号と下４桁の番号登録したなら申し込みできてると

思いますよ。

当落確認の時もその２つがあれば出来ますし。

ななさん、最近、空のﾌﾞﾛｸﾞにもお邪魔してるんですね。

空、面白い人なんでこれからも仲良くしてあげてください。

あき（＠忠義）

春先って体調崩しやすいんだよね。

だからあきも無理しない範囲で頑張ってね。

あんまり体調が良くないなら病院で診てもらった方が

いいよね。

何か病気になってから倒れてからでは遅いから。



さくらさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

まひるなんかのﾌﾞﾛｸﾞで楽しんでいただけるなら

幸いです。

さくらさんのﾌﾞﾛｸﾞ、またお邪魔しますね。

これからも仲良くしてください。

ナナ美さん（＠忠義）

ﾎﾝﾄｺﾝの時、ｺﾝﾀｸﾄしてないとか冷や冷やものですよ。

まひるも視力は０．１ないですからね。（涙

昔は２．０とかあったのになぁー。（涙

ｺﾝの時はｺﾝﾀｸﾄと双眼鏡のW攻撃ですよ。（笑

祐輝さん

やっかしたちょﾄﾞﾗﾑｿﾛ、新技あったですね。

なんかそんな話を聞いたのでちょっと気になってたんですよ。

今年のSHOCKにもﾌﾞﾗｽﾄの石川直さんが出てるので
また教わりにお邪魔したのかなぁーなんて思ってます。

茶髪に着物も結構いい感じですよね。

なんかちょっと浪人風ってゆーか。

まひるも髪長めの人ってあんまり好きじゃないんですけど

たちょに限っては全然ありだと思います。

ｶｯｺｲｲですよね???
またすぐに髪型変えられそうですけどね。（苦笑

陸（＠忠義）

ご心配おかけしました。

とりあえず明日病院に行くのでそこでなんとかって

感じかな。

ﾎﾟｰｼｮﾝ、まひるの友達も飲んだらしいんだけど

やっかし美味しくないって言ってたー。（笑

ｶﾞｯｶｼ。（笑



朔さん（＠すばる）

いえいえ。ｺﾒﾝﾄいただけたらいくらでもｺﾒﾝﾄしますよ。（笑

いとこさんがﾋﾟｶﾘﾝに似てるんですか???
ﾋﾟｶﾘﾝ可愛いですよね。

ひそかに好きなんです。（笑

ﾋﾟｶﾘﾝも今年卒業でしたっけ???
よくわからないんですけど。（苦笑

いとこさん、かっこよくなりますね。

楽しみですね。（笑

ゆりえさん（＠忠義）

もう１つのﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださったんですか???
ありがとうございます。

そうですね。

ゆりえさんとは共通点多いですね。

これが縁というのでしょうか???（笑
親近感わきますね。（笑

これからも仲良くしてください。

真冬（＠忠義）

じゃ、早速真冬で。

まひるのこともまひるでOKでーす。
そんなわけで呼びタメにしちゃいましょう。（笑

ﾎﾝﾄ真冬は落ち着いてる。（笑

なんかまひるの方がｶﾞｻｶﾞｻしてるもん。(笑
ｶﾞｻｶﾞｻって!!!!!（笑
でもﾈｯﾄとかって顔が見えないから

言葉使いとかﾈﾁｹｯﾄとか大切だよね。

そうゆうこと中学生で考えてしまう真冬が偉い!!!!
最近ﾏﾅｰなってない人多い中でさすがだなって思うね。

真冬のｸﾗｽにもﾋﾟｶﾘﾝに似てる子いるの???
じゃー、まひる、明日から真冬のｸﾗｽに通います。

ﾋﾟｶﾘﾝ大好き。（笑

暗い過去もあるけど今が幸せだったらそれでいいと思うんです。



いやいや、ｽﾃｷだなんて。（照

今は忠義や、相方やまひるの周りにいる人が

支えてくれるから頑張れるんだ。

大倉担名乗るぐらいだから忠義の名前を汚すような

生き方はしたくないだけです。

瑛子（＠忠義）

そう。当たり前に生きてることがどんなに

幸せで大切なことか実感して感謝して

生きていかないとﾀﾞﾒだなぁーって思うんだよね。

おおう!!!!!共に金ｽﾏに出よう。

小日向さん（＠忠義）

ﾂﾗｲ、悲しい思いをしてるのは自分だけじゃないんですよね。

まひるも自分でﾂﾗｲ、苦しいって思うことあるんですけど

まひるなんかよりもっともっとﾂﾗｲ思いしてる人

たくさんいると思うんです。

だからそうゆう人から見たらまひるのﾂﾗｲ、苦しいなんて

甘えでしかないのかなぁーって思いますね。

もう１コのﾌﾞﾛｸﾞはここのﾌﾞﾛｸﾞをずーっと下にｽｸﾛｰﾙさせると

お勧め商品の下（左側ね）に

ﾘﾝｸが貼ってあるんですよ。

そこにまひるのもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞって書いてあるんで

わかると思います。

あとﾒｰﾙもOKですよ。
ﾘﾝｸの上に「福原まひる」ってﾌﾟﾛﾌが載ってるので

そこにﾊﾟｿのﾒｱﾄﾞが載ってるのでそこにﾒｰﾙください。

なつみさん（＠忠義）

わー。今日、すっかり寝てしまって

HEY３見る時間なかったですよ。
せっかくの休みを寝て過ごしてしまった。（涙

そうなんですよねー。

結成して５年で結構いろいろ活動してきたけれど



やっかしﾃﾞﾋﾞｭｰ前だと一般人から見たら

KAT-TUNも新人さんなんですよねー。
自分の中ではそんな意識がないだけに

不思議な感じがしますよね。（笑

まひるってｽｺﾞｲですか???
そう言っていただけると嬉しいです。

ｱﾙﾊﾞﾑ、ﾍﾋﾞﾛﾃで聴いてますよ。

聴いてるうちに好きな曲もたくさん出てきて

なんか嬉しいです。

りんさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。そうですか???
なんかそう褒めていただけると嬉しいです。

ｱﾙﾊﾞﾑ発売嬉しいですね。

もう今日は朝から聴いてます。

途中で寝ちゃったけど。（笑

なんかｽｯｺﾞｲ今回ｱﾀﾞﾙﾄな感じしませんか???
ｼﾞｬｹもそうだけど。

通常盤の裏ｼﾞｬｹのたちょが好きです。（笑

みずきさん（＠章大）

体調はいかがですか???
熱下がりました???
そうなんですよー。

すっかり前みたく元気になってしまって。（笑

そうそう元気になられてもーって感じですかねぇ。（笑

今度、中３なんですか???
それは大変ですね。

勉強頑張ってぜひ志望校合格させてください。

今回ｱﾙﾊﾞﾑ聴いて章大作曲のものがあるじゃないですか???
まひるは章大の作曲のｾﾝｽ好きです。

温かくてすごく好きです。

章大の人柄が出てるんでしょうね。



体、大事にしてくださいね。

ちかさん（＠章大）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

え。そんなことないですよ。

ﾎﾝﾄに中居くんの司会ぶりというか多芸ぶり

尊敬します。

SMAPのみなさんってﾎﾝﾄなんでもｽﾏｰﾄにこなして
しまうのであーゆう方達がｼﾞｬﾆｰｽﾞの先輩に

いらっしゃるのはﾎﾝﾄ幸せだと思います。

あ。すいません。

泣かせてしまいましたか???
世の中、自分よりﾂﾗｲ人なんてたくさんいると思うんです。

だから自分だけがﾂﾗｲと思うのは辞めにしたんです。

お互いいろいろ大変なこともあるかと

思いますが頑張りましょうね。

これからも宜しくお願いします。



2006.03.15 Wed エイト最高〜!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、午後から病院に行って

帰ってきたの１８時半ですよ。

むちゃ混み。

結局仕事行ったの午前中だけ。（笑

今から行った方がいいですか???
って聞いたらいいって言われたので

お風呂入って空（＠章大）とご飯食べてきまーす。

あ。それでね、病院行ったら

漢方薬を追加された。

これでなんとかなりそうです。

つーか今、お風呂入ってきたー!!!!!
汗だくなんですけど。（笑

とりあえず髪乾かしてみた。（笑

相変わらず乾きやすい髪です。

美容院とか行くとびっくりされます。（笑

だからあんまりﾄﾞﾗｲﾔｰとかいらないので

痛みもないし。

縮毛かける前は結構ﾄﾞﾗｲﾔｰかけてたけどね。（笑

あ。そだ。今日知ったんだけど

映画!!!!!
「ﾗｽﾄﾃﾞｲｽﾞ」がもっそい観たいの。

まひるのﾘｽﾍﾟｸﾄしてるﾊﾞﾝﾄﾞ「ﾆﾙｳﾞｧｰﾅ」の

ｶｰﾄｺﾊﾞｰﾝが亡くなる前２日間を映像化したものらしい。

あー。絶対映画館で観たいし、

DVDも欲しいんですけど。
もっそいｶｯｺｲｲﾊﾞﾝﾄﾞだったんだけど

RIZEとかLIVとか好きな人なら好きだと思う。



興味持った人はぜひみて倉さい。

あ。なんかね、エイトのｱﾙﾊﾞﾑに

「それでｲｲんじゃない」って曲があるんだけど

なんかｼﾞｬﾆｰさんがもっそい言いそうとか

思って一人笑ってた。

かんなり忠義歌ってますけど。（笑

でねでね、エイトのｱﾙﾊﾞﾑ、各自ｿﾛﾊﾟｰﾄとかもっそい

多いんです。

特にまひるなんて忠義の歌ってるとこもっそい

耳に残ってるんですけど。

でも各自のｿﾛもすっごい嬉しくて最高〜って思うんだけど

でもまひるの１番好きなのは

エイトのﾒｲﾝﾎﾞｰｶﾙ、渋谷すばるの歌声なんです。

すばるの歌があってエイトって気がするんです。

すばるの歌を横で支えるのが亮ちゃんとﾋﾟﾛｷで。

で、軸になってるのが他ﾒﾝなんです。

大倉担なのにおかしいですか???
あ。あと「ONE」。
音が薄っぺらい気がするんですけど。

ﾗｲﾌﾞとかだともっと迫力あるし。

ﾄﾞﾗﾑなんてめっちゃﾄﾞｶﾄﾞｶいってるし。（笑

なんか他の曲が結構ﾉﾘﾉﾘで

「ONE」ってｼﾝﾌﾟﾙじゃないですか???
だからもっと音を厚めに作って欲しかったなぁー。

そ。そ。それでね、

「F・T・O」のﾎｰﾝにまひるの大好きなJAGATARAの
村田陽一さんが参加してるの。

感激!!!!!
村田陽一さんのﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ最高です。

やっかし村田さん、超ﾌｧﾝｷｰだしね。

村田陽一さんはかなりいろんなｱｰﾃｨｽﾄさんの曲で

ﾎｰﾝやってるから

名前見たことある人もいるんじゃないかなぁ。



それでやっと初回のDVD見た〜。
ｷﾞﾌﾞｿﾝのあのｷﾞﾀｰってたぶん３０万以上するはず。

楽器はﾎﾝﾄﾋﾟﾝｷﾘだからね。

なんか忠義のﾄﾞﾗﾑ紹介もっとやって欲しかったよ〜。

練習用のﾊﾟｯﾄﾞ叩いてるとこでもいいから

見たかったでし。

やっかしﾄﾞﾗﾏｰまひるとしては忠義の手元が見たいんだよね。

全然耳ｺﾋﾟは出来るけど

叩いてる手元がすっごい興味津々なのです。

で、ヨコに甘えるたちょがもっそい可愛くて。

ｷｭｰﾝって聞こえたもん。まひるの胸がね。（笑

はぁ。ﾋﾟﾝｸのTｼｬﾂがもっそい似合うとまひる推しの
忠義Tｼｬﾂ。（笑
忠義可愛い[:ラブ:]
もう大好きで大好きで止まらないよ。

ﾉﾝｽﾄｯﾌﾟｺﾞｰｺﾞｰｺﾞｰだよ。（笑

そりでは空とご飯食べてくるんで

帰ってきて書けたら続き書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.03.16 Thu eightpeopleﾄﾗﾊﾞ企画。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

eightpeopleのﾄﾗﾊﾞ企画があるので
それをやろうと思います。

EIGHTER'S VOICE FOR F・T・O★（question ver.）

01 : F・T・O、全部で何枚買いましたか?

２枚。

02 : 初回版と通常版、どちらを（もしくは両方）買いましたか?

両方１枚づつ。

03 : 一番最初に聴いた曲は?

「F・T・O」から順番に。

04 : コンサートで聴きたい!!と思う曲は?

「Carnival」
丸ちゃんと忠義がどんなﾀﾞﾝｽでどんな風に見せてくれるか

楽しみ。

05 : 何度もリピートしたくなる曲は?

「F・T・O」
ﾏｼﾞﾉﾘがすごく好き。最初聴いた時はえ???って思ったけど。（笑
「悲しい恋」

ﾚｺﾒﾝで聴いてからずっとﾘﾋﾟってる。

「Carnival」
すごく可愛らしい曲。丸ちゃんとすごく声があってて好き。

「ﾐｾﾃｸﾚ」



すばるのｻﾋﾞのとこがもっそい好き。

「大阪ﾚｲﾆｰﾌﾞﾙｰｽ」

まひるの中でひそかな名曲。

06 : F・T・Oのキャッチフレーズを考えてください。

ｱﾀﾞﾙﾄで熱い男達のﾊﾞﾄﾙを聴け!!!!!（笑

07 : 特典のDVD、三兄弟のCDの感想をどうぞ!!

特典は忠義映りすぎなのですっごい嬉しい。

あと楽器紹介も普段見ることが出来ないので

良かった。

でも２０分ぐらいは欲しかった。

三兄弟はﾎﾝﾄ待ちに待ったCDﾃﾞﾋﾞｭｰなので
素直に嬉しい。

曲も良い感じに出来上がってて満足。

08 : 特に印象に残っている曲は?

「F・T・O」
「Carnival」
「ﾐｾﾃｸﾚ」

09 : 各メンバーのソロパートは如何でしたか?

忠義：ｿﾛﾊﾟｰﾄこんなにもらっていいんですか???
でも忠義の歌のうまさが出ててｸﾞｰ!!!!!
すばる：なんですばるのｿﾛﾊﾟｰﾄ少ないのー???納得いかない。
亮ちゃん：亮ちゃんの甘い声が好き。

丸：忠義ともっそい声あってて聴いてて楽しい。

やっすん：声、低くなりましたよね???
やっすんの優しさが歌にも出てます。

ヒナちゃん：まだ「悲しい恋」の

囁きRAP見つけてません。（涙
でもヒナちゃん少しづつ少しづつ歌がうまくなってるのを感じます。

ヨコ：ヨコも歌うまくなったよね。



10 : 最後に、テイチクさんへ感謝の気持ちを!!

ﾃｲﾁｸさん、各自ｿﾛﾊﾟｰﾄ多いのもすごく嬉しいです。

そして特典にも満足してるし、それで１枚３０００円とか

すっごいお得感漂ってます。

ありがとうございました。

でももっとすばるの歌が聴きたかった。

以上。

後で勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽと本編やりますね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.03.16 Thu 天然王子、大倉忠義。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日2回目の登場大倉担まひるですけどもー。

昨日、帰ってきたのが深夜２時でした。

もう久々に会う空（＠章大）と

いつものごとく盛り上がる。盛り上がる。

たちょのﾌﾟﾙｰﾄのことを「ｸﾞｰﾌｨｰや!!!!!ｸﾞｰﾌｨｰ!!!!!」の
天然ぶり発揮の話で爆笑。

そんな大倉忠義さんが大好きです。

もうどんな顔でどんな言い方でとか想像つくとこが怖い。（笑

で、ほぼ寝てない状態でｺﾝﾋﾞﾆで用事を済ませて

１時間程仮眠をとって仕事に行ってきました。

そんなわけで眠いです。

で、帰ってきたらｵｶﾝがお風呂に行くから

ご飯は後でね。って言われて若干凹んだ。

お腹空いてるのにー!!!!!
ｶﾞﾙﾙﾙﾙﾙ····｡

つーか来週、ｺﾝﾀｸﾄ作りに行かないと演舞城に

間に合わないことが発覚。

乱視用の１DAYを買う予定で
さっき問い合わせたら扱ってるってゆうから

来週行ってきます。

乱視用って使ったことないから

視力がどこまで出るのか楽しみだなぁー。

今まではｺﾝﾀｸﾄ入れて０．７あるかないかぐらいで。

だからﾊｰﾄﾞにしますか???って言われてたんだけど
ﾊｰﾄﾞだけは怖くて。（笑

１DAYがラクでいいです。
空もｺﾝﾀｸﾄ作るって言ってた。

それでは先週お休みしてしまったので



今週はちゃっかりきっかりやりましょう。

福原まひるの勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ!!!!

渋谷すばる様

嫌いな奴がいっぱいいますって···｡（涙

そんな悲しくなるようなこと言わないでよ。

まひるだって嫌いな人とかいるけど

でも表面上は仲良くやってるし。

嫌いで通るんならそうしていたいけど

でも社会で生きていくには我慢して自分が

折れないとならない時もあると思うんだ。

すばるがそんなﾀｲﾌﾟではないことぐらい

わかってるけど。

でも仲良くやって欲しい。

で、塩２つ???
しかも丸ちゃんとこにもこの画像あったし。

全然意味がわからなかったよー。

すばちゃん教えてよー。

内博貴様

エイトの癒しでもあるﾋﾟﾛｷに早く戻ってきて

欲しいです。

そして亮ちゃんを癒してあげて欲しい。

亮ちゃん、ﾎﾝﾄに疲れてるみたいだし。

精神的に結構きてるってゆーか。

余裕がなくなってるように見えるんだよね。

だからﾋﾟﾛｷに早く帰ってきて欲しい。

錦戸亮様

亮ちゃん、今精神的に余裕ないよね。

ﾋﾟﾘﾋﾟﾘしてるのがわかる。

でも亮ちゃんは大人だよね。

だから出来るだけ賢い生き方をして欲しいと思う。

なんかそんな言われ方ｲﾔかもしれないけど



でもちっぽけなことで躓いて欲しくないから。

人間関係いろいろあると思うけど

賢く生きたもん勝ちだよ。

丸山隆平様

とうとう最終話を迎えましたね。

最後すっごい複雑に入り組んでて面白かった。

なんか前までは丸ちゃんの小説まじめに読んでなかったけど（ｺﾞﾒﾝ）

今回はﾎﾝﾄすっごい何度も何度も読んで

あー。丸ちゃんってすごいんだなぁーって改めて思った。

影武者に替え玉ってゆーとこがｽｺﾞｲ。

で、しお!!!!（笑
もー。わけわかんないってば。

うん。

それで１日１日先送りにしてたら前には進めない。

だから毎日毎日小さな目標みたいなの作って

頑張りたいと思う。

口にするのは簡単だけどこれを実行するのは

難しい。

でも常に努力は必要だと思うんだ。

「日々、大倉忠義。」それには

毎日忠義のことでいっぱいって意味と

日々、忠義と前進したいという意味が重なってるんだ。

安田章大様

今日はﾍﾟｯﾄの話かぁーって思ったら

結局赤ちゃんの話でしたね。（笑

飽きました。（苦笑

章大の近況報告はﾁﾝﾊﾟの時しか

聞けないのかなぁー。

大倉忠義様

最初の方観た人は観た人で荒削りながら

良いものが観れてるはずだし、



その瞬間瞬間の舞台が観れてると思う。

忠義は今回すごく歌ってるとこ多くて

大変だったと思う。

でも大変だったなりに良いものが出来上がったよね。

ありがとう。

忠義のその気持ちがすごく嬉しいよ。

ﾒﾝﾊﾞｰ想いでﾌｧﾝ想いで家族想いで

そんな忠義のﾌｧﾝでよかったと思えるし、

幸せだなぁーって思うよ。

頑張りやで優しくてそんな忠義が大好き。

４月４日に演舞城行きます。

忠義の頑張りを観に行きます。

目に焼き付けてきます。

村上信五様

楽しむ。

馬鹿にされることもあるかもしれないけど

でも楽しむ。

それはまひるが忠義を思う気持ちと一緒かもしれない。

忠義を好きという気持ちは馬鹿にされてしまうような

ものかもしれない。

それでも忠義を愛するということを楽しんでるし、

大切に思ってる。

１日１日を大切に楽しんで忠義を思う。

横山裕様

毎日を楽しく過ごしているみたいで

嬉しく思います。

確かどっくんは初日に観に行ったんだよね。

じゃ、初日にご飯食べに行ったってことかぁー。

なんかヨコはﾀｯｷｰが好きなんだね。

ﾀｯｷｰは所謂ｽﾏｰﾄってやつですよね。

ヨコ、面白い。（笑

お金が足りなかったって。（苦笑

まひるの見た夢の中では貯金たくさん持ってたよ。（笑



今日は特にﾈﾀなしなのでこの辺で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

明日出来たらやりたいと思ってます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.03.18 Sat 大倉忠義、ﾊﾟﾈｪ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

そ、そ。

それでね、今日は「ｼﾝﾃﾞﾚﾗになりたい！」の放送日

だったんですが

一応TVはつけたんだ。
でもやってるわけもなくー。（笑

一昨日ぐらいに山梨のTV局さんからﾒｰﾙ来て
４月７日に放送決定しましたって。

４月７日の夕方放送でーす。

で、あまりにも嬉しかったので

ﾚｺﾒﾝにﾒｰｳしましたってばよ!!!!（笑
ただちゃんがｹﾞｽﾄだったから。

ただちゃんにﾒｰｳ届いたかなぁ。

で、今日は某掲示板でﾘｱﾙに流れてくる

「ｼﾝﾃﾞﾚﾗ〜」情報を見てました。

もっそい好評でみんな忠義ｶｯｺｲｲとか

良いお話だったとか忠義、芝居うまいとか言ってて

嬉しくなりました。

そんなわけでまだ放送が確定してない地方の方とか

いらっしゃったらぜひ

TV局さんにﾒｰﾙや電話して全国放送させちゃいましょう。
みなさんも忠義のお芝居観たいと思うし、

きっと忠義も喜んでくれると思うし、

次のﾄﾞﾗﾏのお仕事にも繋がると思うんです。

だからみなさんで力あわせて頑張りましょう。

ﾚｺﾒﾝの忠義ｹﾞｽﾄは油断してました。（笑

前日、空（＠章大）とご飯食べた時に

「忠義だけﾎﾟﾛっとﾚｺﾒﾝ出そうだよねー。」

って言ってたんですよ。

そしたら次の日!!!!!みたいな。（驚



２３時ぐらいに出てるの知ってﾃﾝﾊﾟりまくって

２４時から（山梨は２４時から）聴いて

忠義の「こんばんﾜﾝﾂｰ。大倉忠義です。」の

第一声に萌え。

かわえぇ。
なんて可愛いんだ。大倉忠義。

ﾄﾞｷがﾑﾈﾑﾈしたってばよ!!!!
ヨコに茶々入れられながらもﾄﾞﾗﾏの番宣。

かわえぇ。

ｶﾜﾕｽ。ﾃﾗｶﾜﾕｽ。
ﾚｺﾒﾝは終始これで終わる福原まひる。（笑

ﾊﾟﾈｪ〜。（笑
大倉忠義、ﾊﾟﾈｪ。（最近覚えた言葉。）（笑

ちなみにﾊﾝﾊﾟﾈｪの略。

昨日ね、早く寝てしまったんですよ。

２３時ぐらいには就寝してました。

なんか眠くてﾎﾞﾝﾔﾘしててね。

やっかし季節的なものもあるんだなぁーって思った。

ぶっちゃけ元気だけど日によってはちょっとしんどいもん。

昨日、今日はしんどいです。

あ。そんなわけで生忠義を拝める日まで３週間きりました。

４月４日に６列目でｶﾞﾝ見してきます。

ﾄﾞﾘﾎﾞから成長した忠義が観れるといいなぁ。

なんかいつもいつも忠義は期待裏切らない人なんだよね。

観るたびに成長してるし、

努力を惜しまない人なんだなぁーってすごく思う。

そんな大倉忠義という人が大好きです。

なんか空が寂しがってました。

「たちょが関ジミではなくなってしまってきている」って。

そうなんですよねー。



なんかもっそいﾌﾟｯｼｭされてるじゃないですか???
それで関ジミでなくなってきてるんですよね。

今にも３ﾄｯﾌﾟにあがりそうな勢いで。

でもまひるも空も関ｼﾞﾐ３のﾎﾟｼﾞｼｮﾝの忠義が好きです。

章大と丸とたちょ。

この３人でいて欲しいのです。

たちょ、ジミにね。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

ﾎﾝﾄにたくさんのｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ちゃんと目を通しております。

嬉しいｺﾒﾝﾄやら楽しいｺﾒﾝﾄやらで

毎回楽しみにしてます。

体調が戻り次第ｺﾒﾚｽしますので。

ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.03.20 Mon ﾉﾘと雰囲気でやってます。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

さっき仕事から帰ってきたら

友達から「ｼﾝﾃﾞﾚﾗになりたい！」のDVDが届いていて
ﾃﾝｿﾝﾏｯｸｽ!!!!!
早速見たいところだけど今日は西遊記の最終回が

あるのでそれ終わったらにします。

感想は起きていられたら今夜書きます。

眠くなったら寝ます。（笑

今、映るかどうか見てみたんだけど

もっそい男前!!!!!
萌えた。

ﾏｼﾞで男前。

ﾎｽﾄ風味の忠義もいいなぁ。

つーかひとついいですか???
ヒナの声の出し方って中居くんに似てるよね???
ﾏｼﾞｳｹる。

ﾅｲｽ、ヒナティブ。（笑

あ。西遊記面白かった。

なんかわかりやすくて単純な話なんだけど

結構そこが好きだった。

どうしても仕事終わってから見ると最初から

見れなくて途中半分も見れないから

わかりやすい話だと見やすくていいよね。

ややこしいやつになると途中から見る気がしなくて

結局見なくなるんだよね。

月９は大概そのﾊﾟﾀｰﾝ。



つーか木曜日だったかなぁ。

飼い犬に足を噛まれました。（涙

なんかﾄﾞｯｸﾞﾌｰﾄﾞの袋が倒れてて顔突っ込んで

食べてたからﾀﾞﾒでしょ!!!!って怒って
顔をどかしたからその瞬間に袋を起こしたら

左足をｶﾞﾌﾞってやられた。（涙

しかもかなり痛かった。

今も歯型が残ってるもん。

ちきしょーと思って木曜日から

ｼｶﾄしてるの。

擦り寄ってきてもｼｶﾄ。

ｵｶﾝに話したら笑われた。

ｼｶﾄなんて効果ないよーって言われて

そんなことわかってるけど

まひるの小さな反撃なんだって。（笑

ちなみにいつも餌をあげてるｵｶﾝでも

餌関係のこととなると噛まれるらしい。

ﾊﾞｶﾊﾞｶﾊﾞｶﾊﾞｶﾊﾞｶ。

明後日ｺﾝﾀｸﾄの検査に行ってくる。

ﾎﾝﾄは明日行きたいんだけど

そこのお店でｺﾝﾀｸﾄ扱ってるの

水曜と土日だけなんだもん。

だから仕事ちょっと抜けて行ってきます。

たぶん取り寄せになると思うから

もう１回行かないとならないと思うんだけど。

最近ｺﾝﾀｸﾄしてなかったから久々。

しかも乱視用ｺﾝﾀｸﾄだから視力ｱｯﾌﾟするし。

嬉しい。

昨日、空（＠章大）とﾒｰｳしてたんだけど

忠義は顔よりﾎﾞﾃﾞｰですか???
ﾎﾞﾃﾞｰ重視ですか???（笑
顔も自信ないですけどﾎﾞﾃﾞｰはもっと自信ないんですけど。（笑

顔重視もｲﾔだけどﾎﾞﾃﾞｰ重視はもっとｲﾔ。



ちなみにまひるは雰囲気ってゆーか性格重視ってゆーか。

背が高くてﾎﾞｰっとした人が好きです。

天然ちゃん大好き。

ﾉﾘと雰囲気ですかねぇ。

元彼ももっそい天然ちゃんでしたね。

なんか酔っ払って

居酒屋の座敷においてあった鷹の置物を

肩に乗せてﾑﾂｺﾞﾛｳさんみたいにﾜｼｬﾜｼｬ言ってましたもん。（笑

天然っつーかｱﾎ???（笑
今でも元彼とは良いお友達でいます。

別れて５ヶ月ぐらいになるんですけど。

ほな、今から「ｼﾝﾃﾞﾚﾗ〜」見ます。

おつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾚｽは今夜か明日やります。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.03.20 Mon 「ｼﾝﾃﾞﾚﾗになりたい！」見たぁ〜!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目の登場大倉担まひるですけどもー。

「ｼﾝﾃﾞﾚﾗになりたい！」見たよぉ〜。

すっごい良いお話だった。

凡の時のたちょ、もっそい可愛いし。

まひる的ﾂﾎﾞは川に落ちたﾇｲｸﾞﾙﾐを拾ってる

忠義なんですけど。

あと変身１日目でずっとﾆｺﾆｺしてるたちょに萌え。

ﾃﾞｰﾄの最後に不細工の方の凡が告るんだけど

その時、泣けた。

しかも最後の終わり方がちょっとにくいの。

ﾍﾞｺﾍﾞｺになった汚いｻｯｶｰﾎﾞｰﾙを剣が拾うんだけど

ちゃんと優しい心も持ってるみたいな見せ方してて

顔だけがすべてじゃないんだって

剣も綺麗な心も持ってるんだって

それがわかって嬉しかった。

２役の使い分けがすごく出来てて

凡と剣の両方の大倉忠義に萌えっとなった。

ﾎﾝﾄにたちょ、お芝居うまくなったなぁーって思った。

しかもたちょ、ﾏｼﾞで男前だし。

ﾎﾝﾄまひるの中で長めの髪がｽﾃﾁ。

たちょの活躍の場が増えるのはｽｺﾞｸ嬉しいし、

これを機会にﾄﾞﾗﾏのお仕事とか

来たらいいなぁ〜って思います。

とりあえずTBSさんにお礼のﾒｰﾙを出そうと思ってます。
でもきっとたちょは亮ちゃんのようなﾊｰﾄﾞｽｹを

こなせるようなﾀｲﾌﾟではないと思うので

適度な休養は与えてあげてください。

でも亮ちゃんが言ってた通りに

すっごい忠義って存在感あるし、

すごく良い役者さんになれるんじゃないかなぁー。

そう思う。

忠義、応援してます。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ、明日やります。

溜めに溜めててｺﾞﾒﾝなさい。

ﾘﾝｸの方は変更してあるので。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.03.21 Tue ｼﾝﾃﾞﾚﾗ、目指せ全国放送!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾜｰﾙﾄﾞﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ、日本が世界一になりましたね。

ｽｯｺﾞｲなぁー。

むちゃくちゃ嬉しい。

日本がこうゆうので世界一になることって

今までなかったじゃない???
で、韓国に勝った時に先輩が

これいけるんちゃうん???ってもっそい興奮して
言っててでも相手はｷｭｰﾊﾞだし、

まひるはうそぉーんって思ってたの。（笑

そしたらそのうそぉーんですよ。

やったね。

で、今日もっそい眠くて。

ご飯食べてすぐ寝ちゃおうかと思ったんだけど

今日、「ｽｶ☆J」の日じゃんかー!!!!!!
あぁ。もう今すぐにでも寝てしまいたいのに。（涙

しかも今日の「ｽｶ☆J」、亮ちゃんの企画なんでしょ???
亮ちゃんのｶﾞｰﾘｯｸﾗｲｽならうまく出来る!!!!の
あの企画なんでしょ???
絶対見ないとﾀﾞﾒじゃん。

忠義の包丁さばき見ないとﾀﾞﾒじゃん。

あー。ﾀﾀﾞｸﾗ。

それでですね。

エイトのｱﾙﾊﾞﾑが２７日付ｵﾘｺﾝﾁｬｰﾄで初登場２位だった

らしいです。

ま、それはみなさんご存知かと思いますが

演歌・歌謡ｸﾞﾙｰﾌﾟでは３１年７ヶ月ぶりのﾄｯﾌﾟ３入り

らしいです。



ちなみに「感謝＝∞」が初登場５位なので
自己最高記録となるらしい。

なんか喜んでいいのか微妙な感じなんですけど

とりあえず喜んでおけ。（笑

で、ですね。

次。

「ｼﾝﾃﾞﾚﾗになりたい！」の放送日。

＊関東（TBS）
放送済み

＊宮崎（MRT）
３月２５日１５時半〜

＊中国放送（RCC）
３月２９日１１時５５分〜

＊広島放送

３月２９日１１時５５分〜

＊岩手（IBC）
３月３１日２６時〜

＊北海道（HBC）
４月１日１３時０５分〜

＊長崎（NBC）
４月１日１６時半〜

＊静岡（SBS）
４月２日１４時〜

＊山形（TUY）
４月２日１４時〜

＊東海地区（CBC）
４月３日２４時５５分〜

＊信越放送（SBC）
４月６日９時５５分〜

＊福岡（RKB）
４月６日２４時〜

＊熊本（RKK）
４月７日９時５５分〜

＊関西地区（MBS）
４月７日１４時〜



＊山梨（UTY）
４月７日１６時５５分〜

＊青森（ATV）
４月１６日１６時〜

＊北陸（MRO）
４月２２日１０時半〜

＊新潟（BSN）
４月２２日１０時３５分〜

＊山陰放送（BSS）
４月２２日１６時〜

＊鹿児島（MBC）
５月４日１５時〜

以上が決定してます。

他の地区の方、ぜひ地元のTV局さんに問い合わせを
してみてください。

目指せ全国制覇!!!!!
あ。あとあたしの地区でも放送決定してます!!!!!って言う方が
いらっしゃったらｺﾒﾝﾄお願いします。

ここにｱｯﾌﾟしようと思います。

あー。でもﾎﾝﾄ「ｼﾝﾃﾞﾚﾗになりたい！」最高。

ﾏｼﾞ忠義男前。

すっごい見てよかったなぁーってゆーか

見れて良かったなぁーって思う。

忠義のあのお芝居ﾎﾝﾄ好き。

早速TBSさんにお礼ﾒｰｳ送っておいたし。
大倉忠義に出会えたことの嬉しさ、感動。

ｽｯｺﾞｲｽｯｺﾞｲ嬉しい。

生まれてきてくれてありがとう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽ

ゆりえさん（＠忠義）

真緒（＠和也）

ナナ美さん（＠亮・忠義）

小日向さん（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）

みずきさん（＠章大）

なつみさん（＠忠義）

真優さん（＠章大）

はる（＠仁・亮）

あき（＠忠義）

さき（＠章大）

真冬（＠忠義）

ななさん（＠忠義）

みなみさん

ゆか（＠聖）

ありさ（＠博貴）

くみさん（＠忠義）

サクラさん（＠忠義）

理穂さん（＠博貴・亮・忠義）

あみさん（＠忠義）

歌海さん（＠仁・忠義）

なっつんさん（＠忠義） ゆりえさん（＠忠義）
忠義のｿﾛﾊﾟｰﾄ多くて嬉しいですよね。

でもｼﾞﾐでなくなってしまう忠義はちょっと寂しいです。

いつまでも丸ちゃんとやっすんと３人で

関ｼﾞﾐ３でいて欲しいです。

ﾚｺﾒﾝは油断してましたね。（笑

２３時過ぎぐらいに知って２４時まで

ｱﾀﾌﾀしてました。（笑

真緒（＠和也）

今日、KAT-TUN、ﾌﾗｹﾞした???
まひるはまだ。

ﾈｯﾄで予約したから当日配送なので

まだどれも見てないんだよねー。



今日、渋谷の写ﾒ見たけどｽｺﾞｲことになってますなぁー。

KAT-TUNがｼﾞｬｯｸしてますよ。

ナナ美さん（＠亮・忠義）

視力悪いと不便ですよね。

裸眼だとﾊﾟｿするのもやっとって感じで。

時々画面に近づいてｶﾞﾝ見したりしています。

裏ｽﾋﾟﾘｯﾂ、なんかかんなり忠義ﾒｲﾝで他担の方に

申し訳ないぐらいで。（笑

でも面白かったです。

えー。まひるなんて全然ｽｺﾞｸないです。（笑

むしろﾍﾀﾚです。（笑

まひるも大倉忠義という人をきっかけに

たくさんの人に出会えて幸せだなぁーって思ってます。

そうですよね。

人生何も考えずに終わるのはｲﾔですよね。

少しでもいろんなこと考えて少しでも前進しながら

生活していきたいですよね。

こちらこそﾖﾛｼｸお願いします。

ナナ美さんのｺﾒﾝﾄすごく嬉しかったです。

ありがとう。

ｼﾝﾃﾞﾚﾗ見ましたよー。

大倉忠義、ﾏｼﾞﾊﾟﾈｪ〜。（笑

全国放送も夢じゃないですよね。

小日向さん（＠忠義）

あ。携帯から見てるんですか???
携帯からだと記事の内容しか見れないんですよね。

もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞのｱﾄﾞは

http://yaplog.jp/oneway_starlet/
です。

あとﾊﾟｿのｱﾄﾞが

tdys0516_of_8∞yahoo.co.jp
∞のとこ＠に変えてください。



りりかさん（＠忠義）

りりかさんもたくさんﾂﾗｲ思いをしてきたんですね。

まひるもﾂﾗｲ時にｼﾞｬﾆｰｽﾞに出会いました。

そして今はたっちょんが、エイトが支えに

なってくれています。

こうして支えてくれてる分、たっちょんにお返しが

したいのです。

やっぱりｷﾞﾌﾞｱﾝﾄﾞﾃｲｸの関係でいたいから。

だから少しでもたっちょんの力になれるような

応援が出来たらいいなって思います。

これからもつらいことたくさんあるかも

しれませんが明るく、前向きにエイトをたっちょんを

応援していきましょう。

みずきさん（＠章大）

章大の優しい心を受け取りましたね。

心の温かい章大がｽｺﾞｸ好きです。

これからもすばるの支えになってあげて欲しいな

って思います。

すばるだけじゃなくみんなに愛される章大で

いて欲しいなって。

なつみさん（＠忠義）

ｱﾊﾊ。黒猫が通ったんですか???（笑
それは笑うしかないですね。

「F・T・O」を聴いた感想はどうですか???
すごく良いｱﾙﾊﾞﾑですよね。

細かく言ったらいろいろ意見もあるけど

総合してみてやっかし良いｱﾙﾊﾞﾑだと思います。

鹿児島でも５月にｼﾝﾃﾞﾚﾗ放送されますね。

４月４日にたちょ見てきますーぅ。

お友達の誕生日なんですか???
そんな記念すべき日にたちょ見てきます。（笑



真優さん（＠章大）

あ。「ﾆﾙｳﾞｧｰﾅ」で反応していただけましたか。

嬉しいです。

ぜひ「ﾆﾙｳﾞｧｰﾅ」聴いてください。

そして章大にも薦めてあげてください。（笑

「ONE」は絶対生音の方が良いですよね。
CD」だとなんかやっかし寂しい感じがします。
ﾏｼﾞですか???
ヒナの囁きﾗｯﾌﾟ探してみます。

ヒナちゃん囁いてるんですか???（笑
ﾏｼﾞ聴きたいです。

教えてくださってありがとうございます。

はる（＠仁・亮）

まひるのﾊﾟｿなんて１個も顔文字入ってないよ。（涙

なんか諸事情により使えないらしい。（笑

前は使えてたのになぁー。

忙しくて（？）結局まだHEY３見れてないの。
仁ちゃんの舌打ち???（笑
めっさ気になる。（笑

なんかむっちゃ想像できるもん。

ｼﾝﾃﾞﾚﾗ見たよー。

ｽｺﾞｲ良かった。思わず泣いてしまった。（笑

まひるもヒナティブ目指してます。

何かに一生懸命になれることって良いことだと

まひるも思う。

そだねー。

はるとも結構付き合い長いよね???
何気に。

これからも宜しくね。

あき（＠忠義）

風邪と炎症の方はどう???



あきは頑張りやさんだなぁー。

まひるも前、ｽﾄﾚｽで片方耳が聞こえなくなったことあるんだけど

ﾊﾞｲﾄには頑張っていってた。（笑

でも耳が片方聞こえないってﾎﾝﾄ不便。

だよね。

すばるの歌があってこそエイトだと思うんだよねー。

各自のｿﾛもすっごく嬉しいんだけどね。

忠義のﾋﾟﾝｸＴｼｬﾂ可愛いよね。

すっごく好き。

昨日、ｼﾝﾃﾞﾚﾗのＤＶＤ見たからもっそい萌えっとなってるよ。（笑

さき（＠章大）

ﾘﾝｸ変更しておきましたー。

お知らせありがとうー。

真冬（＠忠義）

真冬、面白い。（笑

なんか口調がｵｯｻﾝ口調になってる。（笑

ﾏｼﾞで???ﾋﾟｶﾘﾝにそっくしなの???
会ってみたいもんだわー。

真冬も過呼吸なんだ???
まひるも過呼吸も持ってるから大変な時とかあるけど

お互い頑張ろうね。

友達同士でもお互いが高めあえる中じゃないと

ﾀﾞﾒだなって思うよ。

いくら仲良くてもお互いを高めあえる仲じゃないと

意味がないなって思う。

ななさん（＠忠義）

まひるは今回、ｺﾝの申し込みにﾉｰﾀｯﾁなので

申し込み方を知らなかったんですけど

ななさん、無事に申し込めたんですね。

良かったです。

はい。ｱﾎがつくぐらい空とは仲良しです。（笑



ﾎﾝﾄ偶然の出会いだったんですけど。（笑

え???たっちょんの声わかりやすすぎるとまひるは
思ってるんですけど。

あんまりご興味ない方にはわかりにくいんですかねぇ。

みなみさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

みなみさんも山梨にお住まいですか???
わー。１２歳なんですねー。

若くてうらやましいです。（ｵﾊﾞｻﾝ発言

ちょうどみなみさんからｺﾒﾝﾄいただいた日に

ＴＶ局さんの方からﾒｰﾙ来まして

７日に放送だと知りました。

まひるは一足先に見たんですけど

すごく良いお話です。

ゆか（＠聖）

ﾘﾝｸ了解しましたー。

変更しておきました。

お知らせありがとうー!!!!!

ありさ（＠博貴）

だよねー。

今回のﾂｱｰが好評だったら全国ﾂｱｰにきっと

繋がると思うんだ。

でも絶対好評のはずだし。（笑

ﾚｺﾒﾝ聴いたー!!!!!
もっそい忠義可愛かったー。

かなり萌えっとなったよ。

くみさん（＠忠義）

初めまして。



ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

くみさんの地方ではｼﾝﾃﾞﾚﾗの放送予定ありますか???
一応今回上に書き出してみたんですけど。

もし予定がなかったらＴＶ局に問い合わせてみると

いいと思います。

ﾒｰﾙとかしたらたぶん放送予定のお返事ﾒｰﾙでくれると

思いますよ。

サクラさん（＠忠義）

ｼﾝﾃﾞﾚﾗすごい良かったです。

思わず涙してしまいました。（涙腺ゆるすぎ。

そうなんですよねー。

ｼﾞﾐに成長して欲しいですよね。

関ｼﾞﾐ３のたっちょんが大好きです。

生たちょ見てきたらまたﾚﾎﾟりますね。

理穂さん（＠博貴・亮・忠義）

お久しぶりです。

覚えてますよー!!!!!
だいたい１回では覚えられないんですけど

理穂さんは同じ山梨ってこともあって

はっきり覚えてますよ。

ﾚｺﾒﾝ、すごいたちょ可愛かったですよね。

めちゃｶﾜﾕｽ!!!!

あみさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｼﾝﾃﾞﾚﾗのたちょ、ﾏｼﾞﾊﾟﾈｪっすよね。（笑

ｿﾛのお仕事も否定してるわけじゃないです。

もちろんこれからもﾄﾞﾗﾏに出てくれたらいいなって

思ってます。

それでも関ｼﾞﾐ３のたちょが好きなのです。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。



歌海さん（＠仁・忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾌﾞﾛｸﾞの方にお返事させてもらったとおり

相ﾘﾝ全然ＯＫです。

ﾘﾝｸ貼っておいたのでお暇な時、確認してみてください。

なっつんさん（＠忠義）

お久しぶりです。

ﾏｼﾞでｼﾝﾃﾞﾚﾗいいですよ。

萌え萌えしてますもん。

放送楽しみにしててください。

絶対たちょは期待を裏切りませんよ。



2006.03.22 Wed ＫＡＴ−ＴＵＮﾃﾞﾋﾞｭｰおめでとう。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、お昼抜けてｺﾝﾀｸﾄ買いに行った。

乱視が入ってるから前にﾊｰﾄﾞにするか眼鏡を

お勧めしますって言われたんだけど

しぶとく１ＤＡＹ使ってたのね。

それで乱視用の１ＤＡＹも発売になってるから

乱視用買いに行ったんだけど

お店の人が無駄に高くて視力出ない人が多いんで

普通の１ＤＡＹで度数ｱｯﾌﾟしてみますね。

って言われたからどっちでも見えるように

なればいいし、って思ってたら

どうやら通常の１ＤＡＹで前より見えるようになったよ。

今はｺﾝﾀｸﾄ入れて０．９まで見える。

前は０．７だったんだけど。

で、在庫がなくて取り寄せになったから

来週買いに行ってきまーす。

これで演舞城に間に合うよー。

つーか普段裸眼でうろっかしてるとこが怖い。（笑

家では眼鏡なんだけどね。

眼鏡も作り直す予定。

最近視力が落ちてるから。

今日、ちょっと物色してきた。（笑

可愛いやつあったからたぶんそれにする。

で、やっと我が家にもＫＡＴ−ＴＵＮのＢＯＸが届きました。
ｸﾞﾌﾌ。

まだｱﾙﾊﾞﾑしか聴いてないんだけど

ﾏｼﾞｶｯｺｲｲ。ｽﾃﾁ。

ＫＡＴ−ＴＵＮは歌とﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽがもっそい好き。
ﾒﾝﾊﾞｰ誰とかってそんなにこだわりはないんだけど

しいてあげるなら田口さんかな。（笑



え???仁じゃないのかって???
大倉担の前は仁担だけど

今はやっかし田口さんかな。

そうは言っても大倉忠義が１番好きなんだけどね。（笑

当然!!!!!
でもまひるのﾀｲﾌﾟってわかる???
背が高くてﾎﾞｻｰっとしてる人。（ﾑﾌﾌ

あ。なんかＫＡＴ−ＴＵＮのｼﾝｸﾞﾙﾐﾘｵﾝ出荷らしいじゃん。
ｽｺﾞｲよね。

写ﾒ見たけど渋谷がＫＡＴ−ＴＵＮでｼﾞｬｯｸされてるし。
あー。渋谷に行きたい。（笑

なんか心斎橋とか難波とかエイトでｼﾞｬｯｸされないかなぁ。（笑

いつかそんな日が来るのを夢みてｶﾞｯﾂｶﾞｯﾂ。（笑

つーか今、全財産８０円ぐらいしか持ってないんですけど。（笑

明日銀行行ってお金下ろさないとﾔｯﾊﾞｲよー。

下ろしても４０００円ぐらいしか持ってないですけど。（笑

ｦﾀ誌も買ってないし。

限界だ···｡（笑

まひるさん、げーんかーい!!!!!（笑

そう、そういえば美容院から割引のﾊｶﾞｷが届いてた。

ｶｯﾄに行きたいんですがまだ思ってる程

伸びてないんですけど!!!!!
前回美容院に行ってから５ヶ月は経ってるのに

まだ胸までもなってないの。（涙

前回どれだけ切ったっけ???
結構切っちゃったかも。（笑

でもまひるの中では今までの中でＮＯ．２に入るぐらい

長いんだけどね。

ま、髪が重いので軽くしてもらうだけ行こうーっと。

髪を毛先だけ巻きたいのでー。

あー。やりたいもの欲しいものがいっぱいで

お金がいくらあっても足りないよー。（涙

まひるも今の仕事以外にﾊﾞｲﾄしようかなぁ。

でもかんなり今が限界だったりする。（涙

病気さえなければ多少の無理は出来るんだけどね。



最近それが自分の甘えのような気がしてならない。

最近も体調不良でｸﾞｽﾞｸﾞｽﾞだった自分に苛立つ。

それでも仕事は休んでないんだけどね。

ｸﾞｽﾞｸﾞｽﾞになりながらも行ったよ。（笑

そこは認めて。（笑

最近ね、ﾊﾟｽｺのｼｰﾙ全然集めてないの。

確か４月３０日までだったかも。

ﾘｻ＆ｶﾞｽﾊﾟｰﾙのﾗﾝﾁＢＯＸがもらえるの。

１６点ぐらいまでいってそれから食ﾊﾟﾝ食べてないや。

さすがに毎日ﾊﾟﾝばっかは飽きる。

なんかｼﾞｬﾑとかにもﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝが欲しくなる。

ﾋﾟｰﾅﾂﾊﾞﾀｰとかﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰとかﾏｰﾏﾚｰﾄﾞとか。

ｲﾁｺﾞｼﾞｬﾑばっかは飽きる。

でもそんな贅沢したらｵｶﾝに怒られそうだし。（笑

昨日の「ｽｶ☆Ｊ」面白かったよ〜。

亮ちゃんの常に上目線のＶＴＲ。（笑

そしてたつよしの包丁さばき。ｽﾃﾁ。

料理のｾﾝｽ。ﾅｲｽ。

あーゆう旦那さんが欲しい。

ほすぃ〜。
すばるの切れてないｷｬﾍﾞﾂ。（笑

でもたつよしが料理してると絶対思い出すのが

「指、燃えた〜。」
なんですけど。（笑

めちゃあれｶﾜﾕｽ。ﾃﾗｶﾜﾕｽ。

お前は指が燃えてるかもしれないけど

ｵｲﾗはそんなお前で心が萌えてるのよと言ってやりたい。（笑

なぜに上目線。（笑

「指、燃えた〜。」の時のたつよしが

相葉ちゃんに見えてしゃーないもん。（元相葉担）

元祖天然の相葉担でしたもーん。（笑



あ。今日、ニノのﾄﾞﾗﾏがあるので

みなさん見てくださいね〜。

今日、夏川さんという方からｺﾒﾝﾄいただきました。

ニノの主演のﾄﾞﾗﾏ「少しは恩返しができたかな」を

応援してらっしゃる方からのｺﾒﾝﾄです。

夏川さんのﾌﾞﾛｸﾞのｱﾄﾞも載ってるので

興味持たれた方は夏川さんのｺﾒﾝﾄのとこ見てみてくださいねー。

追伸：
いくさんからの提供で

「ｼﾝﾃﾞﾚﾗになりたい！」の放送局増えました。

＊福島

４月２２日１４時〜

だそうです。

いくさん、ありがとうございます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

りりかさん（＠忠義）

なつみさん（＠忠義）

小日向さん（＠忠義）

あみさん（＠忠義）

はる（＠仁・亮）

夏川潤香さん

綾夏さん（＠章大）

ナナ美さん（＠亮・忠義） りりかさん（＠忠義）
そうですかぁ。

忠義氏は男前で可愛かったですか。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


それは楽しみです。

今日、新しいｺﾝﾀｸﾄの準備してきたんで

演舞城は新しいｺﾝﾀｸﾄで観れそうです。

そうなんですよね。

自分は自分のﾍﾟｰｽで十分だと思いますよ。

自分のﾍﾟｰｽで成長してエイトを支えていく。

それでいいと思います。

お互い少しでもたっちょんの力になれるようなﾌｧﾝで

ありたいですね。

「Ｆ・Ｔ・Ｏ」は最初聴いた時と印象が全然違いますよね。

まひるも好きですよ。

なつみさん（＠忠義）

鹿児島も放送決定してよかったですね。

うーん。さすがに今ﾉﾘにのってるくぅちゃんには

かないませんでしたね。

でも前回が５位で今回が２位ってことは結構地道だけど

前に進んでますよね。

次は１位目指して頑張りましょう。

目標もすぐ達成してしまってはつまらないじゃないですか。

頑張って頑張ってとった１位は格別だと思います。

それに順位だけがすべてじゃないと思うんです。

小日向さん（＠忠義）

ｼﾝﾃﾞﾚﾗ見たらまたいっぱい語りましょうね。

携帯から見るとすっごい見るの大変ですよね???（笑
でも嬉しいです。

まひるはくじけたりしませんよ。

大丈夫です。

支えてくれる人がいる限りくじけません。

真緒（＠和也）

そ、そ。２１日が祝日だったから２０日には

お店に入荷してたんだよね。



ﾈｯﾄで予約したから当日入荷で

今日やっと聴けたよー。

まだＤＶＤは見てないんだけど。

そ、そ。２１日に渋谷のﾀﾜﾚｺにＫＡＴ−ＴＵＮ出没したらしいね。
その場に居たかったよー。（涙

あみさん（＠忠義）

久々に関ｼﾞﾐ３って言われてましたよね。（笑

なんか本人達もびっくりみたいな。（笑

あのｱﾅｳﾝｻｰの人の下の名前呼び捨て!!!!!みたいなの
もっそい面白かったですよね。

夜食王に輝いたにも関わらず呼び捨てみたいな。（笑

やっかし食といえばたつよしですよね。

はる（＠仁・亮）

ＫＡＴ−ＴＵＮ、ﾃﾞﾋﾞｭｰおめでとう!!!!!
まひるもｼﾝｸﾞﾙは通常盤だけだよ。

最初６種類買おうと思ってたんだけど

山梨では手に入れるのが困難っぽくて諦めた。

それにＫＡＴ−ＴＵＮ担じゃないし。（笑
だからｼﾝｸﾞﾙ通常盤とｱﾙﾊﾞﾑ通常盤とＢＯＸだけ。

へぇー。ﾘｱﾙﾌｪｲｽの舌打ちって順番なんだ。（笑

友達も最近ゆっちがﾂﾎﾞらしいよ。

なんかｺﾝに行ってからｷｬﾗにﾊﾏったらしい。

ｼﾝﾃﾞﾚﾗﾏｼﾞ面白いから!!!!!
期待は裏切りません。

「ヒナティ部所属」???（笑
じゃ、まひるも所属させてくれー!!!!!
帰宅部員ですけどいいですか???（笑
結構はるとは付き合い長いよね???
たぶん２年は越えてるはず。

これからもﾖﾛｼｸね〜ん。

夏川潤香さん



初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

まひるもニノの出るﾄﾞﾗﾏとしかﾁｪｯｸしておらず

いろいろ諸事情など知らなかったので

ｺﾒﾝﾄとても参考になりました。

ﾄﾞﾗﾏぜひ見ます!!!!!

綾夏さん（＠章大）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

前々から見てくださってたとか。

ありがとうございます。

ｼﾝﾃﾞﾚﾗ、熊本でも見れますよー。

すっごい良いﾄﾞﾗﾏなので期待してて大丈夫だと

思います。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

ナナ美さん（＠亮・忠義）

忠義が料理出来るって意外でしたよね。（笑

食べる専門かと思ってました。（笑

亮ちゃんは前からｶﾞｰﾘｯｸﾗｲｽの話とかしてたから

やるんだなぁーって思ってたけど。（笑

まひるは全然手で触られてもかまいませんよ。（痛い子???
へーっちゃらちゃらですよ。（笑



2006.03.23 Thu 滝沢演舞城の復活お祈りしてます。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

最近欠食児童の大倉担まひるですけどもー。

なんかよくわからないままﾌﾞﾛｸﾞに「ﾀｸﾞﾌﾚ」なるものを

つけてみました。

なんかﾁｬｯﾄが出来るらしいです。

きっと使わないまま消えてく気がします。（苦笑

使ってる人はぜひﾖﾛｼｸ。

つーかＫＡＴ−ＴＵＮとエイトのﾐｷｻｰの人が同じでした。
なのにこの音の違いは何なんだ???
と思っていろいろ考えた挙句結論出しました。

エイトは演歌・歌謡曲部門だから。（笑

だから音も聴きやすく作ってあるのかなと。

そこははずせないのね。譲れないのね。（笑

でもエイトにはエイトの良さがあるしね。

昨日、何時に寝たか全く覚えてません。

１時ぐらいまで空（＠章大）とﾒｰﾙしてたんだけど。

あ。そだ。昨日、２１時前のﾆｭｰｽで知ったんだけど

演舞城でﾎﾞﾔがあったんだよね。

なんかﾎﾞﾔ程度で済んで良かったなぁーと思って。

出演者やｽﾀｯﾌ、お客さんに何かあったら

やっぱ悲しいし。

とりあえずみなさん無事で何よりです。

でもやっかし演出は変わってしまうんだろうな。

なんか仕方のないことなのかもしれないけど

やっかしｼｮｯｸだ。

最高の演出でやってきたわけでしょ???
そこを妥協しないとならないってことが凹む。

たぶん出演者側の方がもっとｼｮｯｸだと思うけど。

今までこんなことなかったのにね。（涙



ﾎﾝﾄに残念です。

忠義のﾌﾗｲﾝｸﾞも見れないっぽいし。

なんか滝様があまりにも横倉にご飯おごるから

横倉が肥えて飛べなくなったってゆー噂もありますけど。（爆笑

あ。で、ﾁﾝﾊﾟと男前さんね。

ﾏｼﾞで２人に遭遇しちゃった人ｽｺﾞｲよ。ｽｺﾞｲ。

しかもちゃんとあのｺｰﾅｰ見てて声かけるとこがすごい。

しかも軽くｿﾛﾀﾞﾝｽしちゃうやっすんが可愛い。

でも絶対男前さんだけだったらまひるは声かけられないよー。

やっすんも時々怖いし。（笑

今日は勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽお休みします。
なんかいろいろ語りたいことたくさんあるんだけど

体が追いついてこない。

なんかね、忠義がﾈﾀなしとか言ってたでしょ???
あれがもっそい今不安なんですよ。

忠義、元気ないのかな???
とか疲れてるのかな???とか
あれ読んで不安感しか残らなかった。

忠義にどんな声をかけていいのか見当たらなかった。

焦燥感を感じるんだよね。

なんでだろ???
ﾎﾟｯｶﾘ穴の開いた忠義にしか見えなかった。

まひるの勘違いでありたい。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾚｽお休みします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾞﾒﾝなさい。

そして１日も早く演舞城の公演が行われるよう

お祈り申し上げます。



2006.03.24 Fri 理想論。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は、弟とご飯食べに行って今帰ってきました。

弟とご飯食べに行ったのは久々。

楽しかったなぁー。

弟にごちになりました!!!!!（笑
なんせ全財産３５００円の女子ですから〜!!!!!（笑
弟にすげぇ食うなぁーってびっくりされました。

ﾗｰﾒﾝと餃子とﾁｬｰｼｭｰともやしｻﾗﾀﾞが胃の中へ。（笑

ﾌﾟﾗｽｳｰﾛﾝ茶みたいな。

仕事のこととか病気のこととか家族のこととか

３時間に渡って語りました。

たまにはいいね。

兄弟でご飯も。

あ。演舞城、無事明日から再開みたいだね。

良かった。

演出が変わってしまうのはｼｮｯｸだけど

でもきっとみんな最善を尽くしてくれると思うし、

新たなものも生まれるかもしれないし、

とりあえずみんなの無事が最優先です。

明日からまたみんな頑張ってね。

４日には応援に行きます。

今日はね、ＴＶｶﾞｲﾄﾞとかを数誌買ったのね。

性格は断然田口派だけどやっかし

ﾋﾞｽﾞは仁だ!!!!!って思った。（笑
あー。でも田口さんも捨てがたい。

ＫＡＴ−ＴＵＮに汚染されてる大倉担のまひるでした。
ちなみにＫＡＴ−ＴＵＮ内の話ね。
全体で見たらやっかしエイトだし、



大倉忠義が好きだし。

ＫＡＴ−ＴＵＮのｱﾙﾊﾞﾑの中の新曲で
好きなのはねぇ、聖と中丸の「ＯＮＥ　ＯＮ　ＯＮＥ」と

上田、仁の「ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ」と

仁お勧めの「ＲＨＯＤＥＳＩＡ」がｽｯｺﾞｲ好き。

どれもｶｯｺｲｲけど特に好きなのはその３曲。

つーかまひるがＫＡＴ−ＴＵＮの話するなんて
意外じゃない???
普段しないし。

エイト以外のｸﾞﾙｰﾌﾟのこと書くことあんまりないからね。

でもちゃんとＫＡＴ−ＴＵＮの良い部分とかも
認めてるし、

それでいてエイト担で大倉担なんだよね。

わかっていただけます???
この猛烈な想い。（笑

あ。そだ。来週中にはＭｽﾃの滝つのﾋﾞﾃﾞｵ見ないと。

何って???
そりゃあーた。

「ｳﾞｨｰﾅｽ」の振りを覚えるためですって!!!!!
演舞城に備えてですよ。

今回ヨコとたちょも踊るらしいので

それなら振りは完璧じゃないとね。

一緒に踊りたいもん。

ちなみに相方空（＠章大）はすでに

完璧らしい。

あの方振りに関してはちょっと小姑みたいですから。（笑

だからまひるも振りを完璧にしていかないと

空たんに手をﾍﾟｼってはたかれるから。（笑

ただよっちゃん、完璧にしていくからねー。（笑

つーか弟の今回１番好きなﾄﾞﾗﾏが「夜王」なんだって。

まひるは「夜王」半分ぐらいしか見てないんだよなぁー。

「白夜行」は完璧に見たけど。

「白夜行」は泣いた。



終わり方はわかってたはずだけど

でも詳細はわからなかったから昨日わかって号泣。

まひるは誰かの偽者の太陽でなく

誰かの本物の太陽でありたいと思う。

いつかそんな日が来たらいいなぁーって思う。

理想論だけどね。

でもﾎﾝﾄに大倉忠義とｷﾞﾌﾞｱﾝﾄﾞﾃｲｸの関係が

保てたらいいなぁって思う。

保てたらとゆーか築き上げられたらいいなって思う。

これも理想論だけどね。

でも少しでも理想に近づけるように頑張る。

みんなも一緒に頑張ろう。

ほなおつー。

追伸：「夜王」の沢村一輝は裸眼で見るのがちょうどいい。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

お休み中だけど

ｺﾒﾝﾄは受け付けてますので

お気軽にｺﾒﾝﾄください。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.03.25 Sat ﾀｰｻﾞﾝだよ!!!!ﾀｰｻﾞﾝ!!!!!（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、３〜４時間ぐらいしか寝てなくて

眠いんですけどぉー。

でもさ、考えたらたちょだって

演舞城が終わってからヨコとご飯食べに行ったりして

帰ってきて次の日昼の部とかあったら

睡眠時間なんて４〜５時間だよね。

しかも寝ぼすけだし。（笑

絶対宵っぱりの朝寝坊だよ。

ま、まひるもなんですけどね。

今朝４時頃寝て８時頃から活動してるから

眠い。

仕事１２時からだったからまだ眠れたんだけどね。

明日も１２時から仕事だよー。

それでも起きれない時あるんだよね。（笑

１番早くて９時。

起きれねー!!!!!
目覚まし３つかけてるもん。

うちのｵｶﾝ、起こしてくれる程甘くないし。

学生の頃からそうだったね。

起こしてもらったことないや。

ｽｯｺﾞｲ寝ぼけてるけどとりあえずは起きれるらしい。

ﾎﾝﾄ前半ﾃﾝｿﾝ上がらなくてﾔﾊﾞｲもん。

休憩終わってやっと復活するらしい。

あ。そだ。職場で異動があるらしい。

くっそー。店長異動になんねーの。

店長じゃなくてﾗﾝｸが上がるから

店にはいなくなるけど

店長が県外に異動になって彼女がどうするのか見たかったのに。

ﾁｮｰｶﾞｯｶﾘ。

しかも先輩（関西人）も異動になるんだって。

で、愛知から新しい店長来るらしい。



またｽﾀｰﾄﾗｲﾝに立つようなものだから

やりづらい。

つーか今、部屋に２〜３日前に飲み残した

ﾊﾞﾅﾅｼﾞｭｰｽ口にしちゃったよ!!!!!
味はおかしくなかったけど

絶対腹壊しそう。

だって昨日も今日もﾋｰﾀｰついてたもん。

お茶とかならまだしも乳飲料だよ。

絶対ﾔﾊﾞｲね。

あ。「Ｔａｒｚａｎ」見ちゃったよー。

山久のﾅｲｽﾎﾞﾃﾞｰを拝んじゃったよ。

ぶっちゃけていいですか???
ｷﾓｽ。（笑

もっそい胸とか盛り盛りしてて

腕上げたﾎﾟｰｽﾞがあったんだけど

腕がもっそい盛り盛りしてた。

ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙﾀﾞｰのなりそこないみたいで

ちょっと引いたね。

まひるは普通に引き締まったﾎﾞﾃﾞｰの方がいいです。

山久のはやりすぎ。

ﾎﾝﾄ体にｵｲﾙとか塗ってたらどうしよーかと思ったよ。（爆笑

はい。これでまひるの頭の中から山久が却下されました。

でもきっと顔見ると萌えってなるんだよなぁー。

まひるの山久ﾋﾟｰｸ時は「ｶﾊﾞﾁﾀﾚ」の時かな。

あの華奢なﾎﾞﾃﾞｰが良かった。

だいたい「Ｔａｒｚａｎ」の表紙だよ。（笑

ﾀｰｻﾞﾝ!!!!ﾀｰｻﾞﾝ!!!!（しつこい
ｼﾞｬﾆｰｽﾞで出ていいのはﾋｰ様だけでしょ???
それか山口兄さん。

予想外に山久のﾎﾞﾃﾞｰがすごかったので

買うのやめちゃったよ。（笑

かっこよかったら買おうと思ってたのに。

ｶｯｺｲｲを通り越してた。（笑



軽くｽﾙｰしてったよ。

乳が今にもﾋﾟｸﾋﾟｸ動かせそうで怖かったもん。（笑

まひるは普通でいいです。

忠義のような普通のﾎﾞﾃﾞｰでいいです。

亮ちゃんやﾋﾟﾛｷやすばるだと華奢すぎるし

忠義ぐらいのﾎﾞﾃﾞｰが１番萌えっと来るだにー。

まひる、やっすんが忠義と並んでると

自分と忠義の身長差がこのぐらいかなぁって

もっそい想像するの。

まひる、やっすんよりちょっと低いけど

２〜３ｾﾝﾁだから。

で、萌えってなるの。（笑

やっすん、ありがとう。（笑

やっすんが忠義にもたれかかってると

自分が忠義にもたれかかってるのを想像するの。

ｽﾞですまねー。（笑

そだ。忘れてたんだけど

新しく追加された漢方薬に太るから注意みたいなことが

書いてあったのよ!!!!!!
それでなくても鬱の薬は太るのに漢方飲んでまた太ったら

ﾔﾊﾞｲじゃん。

しかもﾎﾝﾄ知らず知らずに太ってるの。

びっくりするから!!!!!
そんなわけでまひるさん、食事制限に入ります。

今日から。

散々食べた今日から!!!!!（笑
昨日も散々食べた今日から!!!!!
でもたまにあまりにもご飯食べてなくて

唇真っ青の時とかある。（笑

ｵｶﾝは動かないから真っ青なんだよって言うけど

絶対ご飯食べてないからだよ!!!!
休みの日とか１日１食とか当たり前だもん。

ま、動いてないことも確かなんだけどね。



あー。そろそろ寝る支度しますかぁ。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

ｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.03.28 Tue やっかしですわよ!!!!(笑)

こんばんワンツー。

大倉担まひるです。

えー。

やっかしお腹壊しまして。(笑)
詳しくは土曜日の日記参照。

で、土曜日の深夜から現在まで苦しんでおま。

とりあえず吐き気と下痢ぴーは

治まったんだけど胃痛がひどくて。(涙
寝返りもうてないぐらいひどくて。

昨日の夜と今日の夜なんとかご飯も食べたんだけど

痛いからって病院行っても苦痛ながら

胃カメラ飲まされるだけなのはよく知ってるので放置。(笑)
とにかく明日には仕事復帰しないとヤバイですわよ!!!!

と、とりあえずみんななんでブログ書いてないのか

気になってるかな??と思って携帯から更新。
そんなわけでマヌケないやしん坊のオイラを笑ってやって。(笑)

ほなおつー。



2006.03.29 Wed 桜が咲きました。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

すっかり胃痛も治まった大倉担まひるですけどもー。

ま、すっかりってわけでもないんですが

食べるとまだ胃痛はします。

でもとりあえず普通に仕事してきましたよ。

あー。でもこれで少しは自分への戒めみたいなのは

出来ましたね。

暴飲暴食はやめましょうってゆーね。（笑

あとむやみやたらに口にするなって感じだし。（笑

そんなこと２２歳になって学ぶなって感じですか???（笑
いやね、だってﾎﾝﾄまひるって胃腸が丈夫で

めったにお腹下したり痛いっていうことないんですよ。

だからね、たぶん過去にこうゆう例とかってあんまりなくて。

盲腸の時以来???
だから４〜５年ぶりぐらい。

その時も実際暴飲暴食が原因ではないわけだし。

食あたりでもないわけだし。

あとはｺｰﾗｯｸ飲んで死ぬ程お腹痛かったぐらい???
ｺｰﾗｯｸはﾏｼﾞﾔﾊﾞｲって。

あれは薬じゃないよ。

ﾏｼﾞ死ぬ思いするから。

あー。でもﾎﾝﾄ健康が１番ですなぁー。（笑

そんなわけで昨日の「ｽｶ☆Ｊ」も見てないんですよ。

「ｲﾏｷﾖさん」まで見て寝たんで。（笑

「ｲﾏｷﾖさん」ﾏｼﾞ面白かったんですけど!!!!!（そこかよ!!!!
なんか松潤って大人っぽい役が多いから

ついうっかりしてしまうんですが

確かまひるとﾀﾒですよね。

昨日、久々に可愛らしい髪型の松潤に萌えってなりました。

道明寺の時も最初はうそぉーんって思ったけど

見慣れりゃどうってことないし。（笑



むしろｽﾃｷだし。（笑

あ。てかＴＶぴあを見ました。

今回はすばるとたちょです!!!!!
でね、たちょが関ｼﾞﾐ３は自然消滅みたいなこと言ってて

うそぉーん!!!!!なんで???なんで???
って思って読んでいったらすばるの言った

大山田の方が有名になってしまったからって

ことらしい。

たちょ、何言ってるんですか???
確かにまひるも大山田って呼ぶ時の方が多いかもだけど

今日からやっかし関ｼﾞﾐ３でいきましょう。

つーかでね、たちょ、ﾄﾄﾛって呼ばれてますけど。（笑

似てる!!!!!似てる!!!!!
ﾄﾄﾛみたい。

ちなみにまひるはﾘﾗｯｸﾏって言われてますけど。（笑

でもﾘﾗｯｸﾏってただのぐうたらですよね???（なぬ???
たちょってまひるから見たらやっかしﾄﾄﾛかなぁ。

自称１７０ｾﾝﾁのすばるから見ても大きいのなら。（笑

ｸｰﾙってｲﾒｰｼﾞは全然ないよ。（笑

たちょんくん!!!!!
だって「ｽｶ☆Ｊ」とかもよくしゃべってるし

笑ってるじゃん。

ﾏｼﾞでﾏｼﾞで!!!!!
でも画面には映ってないけど。（爆笑

声だけの出演になってることもっそい多いよ。

たちょの低い声が響き渡ってるもん。

そうゆうとこがまだまだ関ｼﾞﾐ３なんだって!!!!!（笑
そんな大倉忠義が大好きなんです。

関ｼﾞﾐ３の大倉忠義が大好きなんです。

３ﾄｯﾌﾟになんてさせませんよ。（笑

やっかし３馬鹿、２ﾄｯﾌﾟと来て関ｼﾞﾐ３で最後落として欲しいです。

落ちですよ。落ち。

関西人としては最高の名誉ある位置じゃないですか???
そこを「大山田!!!!!」って紹介されるのではなく
「関ｼﾞﾐ３」と紹介されて欲しい。（笑



歌の時はいいんですよ。

大山田で。でもそれ以外の時はやっかし関ｼﾞﾐ３で!!!!!
めっちゃ力説してもうた。（笑

あ。そういや、「Ｖｅｎｕｓ」の練習全然出来てないんですけど。

演舞城の前日、仕事休みにしたから

もうそこしか練習する日ないし。

今週腹痛で休み使ったからね。

あ。今日ね、３日ぶりに外に出たのね。

そしたら桜が咲いてました。

ちなみにまひるっちの庭の桜です。

満開になったら写ﾒ日記にｱｯﾌﾟしておきます。

大阪城Ｈのとこの桜綺麗に咲いてるんだろうな。

ってこの時期必ず思うね。（笑

なんでだろ???
なんか３月末、４月頭と言ったら

大阪城Ｈってｲﾒｰｼﾞがもっそい強い。

たぶんｼﾞｭﾆｺﾝとかの印象が強いのかな???
嵐がﾃﾞﾋﾞｭｰして初めてのﾂｱｰの時の大阪城Ｈも

行ったしね。

あれも確か４月最初。

行くつもりなくてﾊﾞｲﾄ入れてたんだけど

友達からの誘いに思わず行ってしまった。

相葉担としてはあのﾂｱｰが嵐のﾂｱｰ、最初で最後に

なってしまったんだけどね。

ﾋﾞﾃﾞｵも買ったし、今でもよく覚えてるﾂｱｰだね。

ちなみにﾋﾞﾃﾞｵ買った当時はもう田口担でしたけどね。（笑

だから淳之目当てにﾋﾞﾃﾞｵ買ったんだけど。

だって５月には田口担になってたもん。

５月にｼﾞｭﾆｺﾝが横Ａであってその時は

田口うちわで入ってたからね。

そんな頃、空（＠章大）と出会いました。

そんなわけで当時からまひると空は一緒なのです。

６年前になるのかな。



７年目も頑張っていきまっしょい。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

ｺﾞﾒﾝなさい。＞＜

追伸＊
色葉ちゃん（＠忠義）からｺﾒﾝﾄいただきました。

「ｼﾝﾃﾞﾚﾗになりたい！」が岡山でも見れるそうです。

４月６日（ＲＳＫ）山陽放送　２４時〜

だそうです。

色葉ちゃんありがとねー。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.03.31 Fri ｹﾘｰさんｽﾃｷ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

胃が重たい大倉担まひるですけどもー。

それで昨日も即効寝てしまって。

空（＠章大）曰く「膨満感は簡単には治らないよ。」

ってことらしい。

少しでも何か口にすると胃が膨れて気持ち悪いの。

で、いいですか???

おーくらたーだーよーし!!!!!!
ｼﾞｬﾆＷｅｂのｼﾞｭﾆｱのとこにある滝沢演舞城の掲示板ですよ。

案外まともなこと書いてるなぁーなんて

思いながら見てたら出たよ!!!!!出た!!!!!
まひるの愛しのﾋﾟｶﾘﾝに対してあの発言!!!!
そんなこと言っちゃってﾋﾟｶﾘﾝが忠義より

ﾎﾞｰﾎﾞｰでご立派だったらどうすんのよ。

「ﾊﾝ。大倉なんてﾁｮﾛｲﾁｮﾛｲ」って

言われちゃうのよ。

鼻で笑われちゃったらどうするのよ。

いや。ﾏｼﾞｳｹる。（笑

ﾋﾟｶﾘﾝ、ご報告ﾖﾛｼｸお願いします。

鼻で笑ってやってくれたまえ。

あー。楽しみだなぁー。

そんな忠義とﾋﾟｶﾘﾝの絡みを楽しみにしていよう。

何気にあと４日なんですけど。

明日、明後日って仕事行ったら

月曜日、火曜日ってお休みで。

火曜日に行くからあと４日で当日。

まだ時間とか予定全然決めてないよー。

昼の部だから早く行かないとならないね。

ｸﾞｯｽﾞも買いたいからやっかし早めだよね。

でもたぶんＳＨＯＣＫもＷｅｂで販売やってるぐらいだから

演舞城もＷｅｂでｸﾞｯｽﾞ販売やるよね。

でも写真１枚買えませんでしたってゆー落ちが

ついたらＷｅｂではｾｯﾄ売りじゃん???



そしたらやっかし全部ﾀﾞﾌﾞっても買わなきゃﾀﾞﾒ???
それが１番最悪。

４日の後、行くの楽日だし。

つーか４日の気温が気になる。

温かいといいなぁー。

最近風が強いからそれがｲﾔで。

この時期って洋服に困るよね。

あー。着て行く服が決まらない。

あ。で、とうとうbis買ってもうた。（笑
やっかしﾌｧｯｼｮﾝ誌だからおしゃれだし、

写りもいいんだよね。

それで章大があまりにもｶﾜﾕｽだったので

買ってもうた。

あ。でも何気にヨコも持ってるんだよね。

忠義に至っては２冊買ってるし。（笑

これは８人揃えないとならないね。

なんかねー、家に帰ってきたら

またｵﾄﾝと弟がもめてたんですよ。

仕事のことで。

もう話がずううっと平行線なんだよね。

足せばいいのにって

話聞いてて思うんだけどね。

ｵﾄﾝの言うことも最もだし、弟の言うことも最もだと

思うんだ。

だから足せばいいのに。

どうしてお互いがそれをわからないんだろうって

もっそい頭の悪いｹﾝｶを聞いてるようで

ﾊﾞｶﾊﾞｶしくなるよ。

両方してみてﾀﾞﾒならﾀﾞﾒなんだろうなって思うけど

いつも話が平行線なんだもん。

子供のｹﾝｶを聞いてるように感じる。

お互いが譲るとか譲らないじゃなくて

力をあわせて頑張ろうって気持ちにどうしてなれないんだろうって



ﾎﾝﾄに思う。

お互いが嫌いあっちゃって自分を押し通そうと

してるんだもん。

つーかＭｽﾃ見たー!!!!
ちょっと見てはいけないﾘｱﾙﾌｪｲｽを見てしまいました。（笑

ちなみに仁ちゃんと亀ちゃんです。（笑

でもｼﾞｭﾆｱ時代の仁ちゃんと淳之に萌え。

ｶﾜﾕｽ。ﾃﾗｶﾜﾕｽ。

あー。好きだった!!!!!
すごくあの２人好きだった。

なんかちょっとｼﾞｰﾝとしてしまった。

後でｵｶﾝとこ行ってきます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

ｺﾞﾒﾝなさい。
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2006.04.03 Mon 明日は演舞城〜。

こんにﾁﾊﾟ。

大倉担まひるですけどもー。

２日も放置してすまねぇ。（笑

書くことが何も浮かばなかっただに。

元気には元気でした。

一人で「Ｙｏｕ＆Ｊ」っっっっ!!!!!って
のたうちまわってました。（笑

ﾕｰとｼﾞｬﾆｰ???（笑

あ。そんでね、Ｒちゃんのｴｸｽﾃも毛先がﾁﾘﾁﾘしてるのね。

そしたらＪ氏がﾁ○毛とか言い出してさ。

何言っちゃってるんですか???
まひるなんて一生ﾁ○毛ですよ。

ｸｾ毛だもん。

そんなわけでﾁ○毛ｼｽﾀｰｽﾞというありがたくない

お名前まで命名していただきありがとうございます。

Ｊ氏よ。

いつか呪われろ。（笑

明日、いよいよ演舞城行ってきます。

昼の部なので朝、ちょっ早なんだけどね。

でも６列目の花道近くだし、むちゃﾃﾝｿﾝ上がってます。

浮かれすぎてて今夜眠れなかったらどうしよー。

あ。でも「ｳﾞｨｰﾅｽ」踊る時の忠義の立ち位置

右側だ。

「ｳﾞｨｰﾅｽ」覚える気失せた。

つーか単にﾋﾞﾃﾞｵを探すのがめんどっちくなっただけ

なんだけど。（苦笑

ﾘﾋﾞﾝｸﾞでﾋﾞﾃﾞｵ見てるとﾛｸなことないから。

１年前のこと完璧ﾄﾗｳﾏになってるわ。

特にまひる、ﾘﾋﾞﾝｸﾞ嫌いだし。



落ち着かないから。

あー。そだ。明日家にいないから余裕持って

「ｽｶ☆Ｊ」録画ｾｯﾄしておかないと。

今日のＨＥＹ３が終わったらやるよ。

忘れそう···｡（笑

つーかつーか

この間、本屋に行った時にＴＶ　ＬＩＦＥ手にしたんだけど

買わなかったのね。

したっけエイトの連載始まってるんだもん。

昨日から探しててさっき某本屋で見つけたよー。

しかもﾗｽｲﾁ。

もうﾎﾝﾄ先月からＴＶ雑誌何冊買ってるんだよ!!!!!
雑誌が山になりすぎてて悲しい。

毎月雑誌代だけで軽く１万円は越えてるもん。（涙

もう部屋が果てしなく汚い。

雑誌とﾋﾞﾃﾞｵとＣＤで埋もれてるもん。

ある意味女の財産ですわ。

だって火事とかになって燃えたら困るし。

ﾎﾝﾄﾚﾝﾀﾙ倉庫を借りたいぐらいで。（笑

やっかし書くこと浮かばない。

最近ﾊﾟｿに向かうのもめんどくさくて。

ま、明日演舞城でﾘﾌﾚｯｼｭしてきますよ。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさいです。＞＜
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2006.04.05 Wed 滝沢演舞城、最高のｶﾝﾊﾟﾆｰをありがとう。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

たった今、演舞城から帰ってきました。

またいつものごとく空（＠章大）に送ってもらう車の中で

大盛り上がり。

ﾏｼﾞ、ｶﾝﾊﾟﾆｰ最高です!!!!!
すっごい面白かった。

小火の跡形も見せないぐらい素晴らしい演出で

見ててすっごい面白かったし、

弁慶が死ぬ時、まひるさん、空さん、号泣!!!!!!
ﾏｼﾞね、やっかしﾀｯｷｰはすごいよ。

ﾎﾝﾄすごい学ぶことが多い舞台だなぁーって思った。

こんな素晴らしいｶﾝﾊﾟﾆｰの仲間に参加させて

いただいたことが大倉忠義、横山裕にとって

すごい大きな力になること間違いなしだよって

思った。

特に忠義は結構大役をいただいていて

まひるのｲﾒｰｼﾞする弁慶と比べて新しい弁慶を

見ることが出来たし、

観に行ってよかったなぁーって思った。

今日はすっごい忠義がﾀｯｷｰにいじられてて

ﾎﾝﾄ忠義楽しそうだったよー。

「ｳﾞｨｰﾅｽ」の時、軽くｿﾛﾀﾞﾝｽとか

もらっちゃってるし。（笑

そんなにいじられちゃうとキミくんが嫉妬しないかと

ﾊﾗﾊﾗしたよー。（笑

すっごいすっごい楽しくて素晴らしいお芝居で

千秋楽にまた見れるのが楽しみです。

でね、まひる、最近全然少ｸﾗとかﾔｰ?とか見てないから
改めて思ったんだけど

ﾋﾟｶﾘﾝ、めっちゃﾀﾞﾝｽうまくなってた。

むちゃくちゃﾋﾟｶﾘﾝがかっこよくて

忠義が出てない時、結構ﾋﾟｶﾘﾝ見てた。（笑



忠義がﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑの位置がいつもより低かったから

やりづらくないかなって思って見てた。

６列目の花道近くだったから

花道の舞台せり上がるとこが近くて

もっそい近くで忠義が見れた。

忠義、お芝居してる時はもっそい眉間にしわがよってて

凛々しい感じなんだけど

ちょっとｱﾄﾞﾘﾌﾞ入るといつものふにゃってした

笑顔に戻ってそこに胸ｷｭﾝした。

忠義もそんなﾀｯｷｰにｷｭﾝってするって言ってました。（笑

最高のｶﾝﾊﾟﾆｰをありがとう。

で、帰りにｹｰﾀｲのﾒｱﾄﾞを空とｵｿﾛで変えようって話を

しててとりあえずしばらくの課題です。（笑

追伸：忠義のﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑの位置が低いと思ったのは

ｽﾈｱﾀｲﾌﾟのやつじゃなくてﾌﾛｱﾀﾑだったからだね。

ちなみにﾌﾛｱﾀﾑは位置低いのが当然なので

やりづらいも何もないって感じですかねぇ。

ちなみにﾌﾛｱﾀﾑはﾄﾞﾗﾑｾｯﾄの右側にある胴長の太鼓のことです。

じゃ、また明日。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

明日出来たらやりますねー。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.04.05 Wed 感想第２弾。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

白虎隊の時の忠義ももっそいｶｯｺｲｲと思う

大倉担でございます。

あとね、みんな殺陣がもっそい完璧。

忠義に至ってはなぎなたでしょ???
あれって扱い、もっそい難しいらしいね。

それを完璧にこなしていた忠義は素晴らしいと思う。

ﾀﾞﾝｽもすっごい揃っててﾁｰﾑﾜｰｸ抜群のｶﾝﾊﾟﾆｰだよね。

またしても大倉担で良かったなって思ったよ〜。

ﾎﾝﾄ、まひるも負けていられないよ。

自分磨きを頑張らないと。

まずね、最近太った。（笑

だからちょっとﾀﾞｲｴｯﾄしなくちゃーって感じ。

たちょにお見苦しい姿をさらしてしまうのは

ｲﾔなのでﾏｼﾞでﾀﾞｲｴｯﾄ頑張るよ。

去年がちょうどご飯食べれなくなってて

少し痩せたからそのまま痩せればよかったんだけど

最近人の倍ぐらい食べてるから

７分ぐらいに減らそうと思って。

最初はきついかもしれないけど頑張るよー。

ﾏｼﾞね、面白いのがたちょがｾﾘﾌ言う時、

顔を立てに振ってるの。（笑

そして今回のﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ指導がﾌﾞﾗｽﾄの石川直さんです。

たぶんﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑ部分とﾀｯｷｰのﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ部分だよね。

ＳＨＯＣＫで忙しい中、ご指導くださって

ﾎﾝﾄにありがたいです。

ﾎﾝﾄね、今回、久々に良いもの見たな〜って思ったよね。

でね、今日は筋肉痛なのですよ。（笑

足がね。

別に何したってわけでもないんだけど



だいたい東京から帰って来るといつもそんな感じ。

あんまり普段歩いたりしないからかも。（苦笑

己はｦﾊﾞﾊﾞか???（笑

じゃ、短いけどこの辺で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

追伸＊
みつ屋さんからの提供で

東北放送で４月２０日２４時５５分〜

ｼﾝﾃﾞﾚﾗになりたいの放送があるそうです。

みつ屋さん提供ありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ

ナナ美さん（＠亮・忠義）

真緒（＠和也）

美莉さん（＠亮）

あみさん

ゆりえさん（＠忠義）

真冬（＠忠義）

あき（＠忠義）

小日向さん（＠忠義）

錦戸グミ（＠亮）

歩さん（＠忠義）

歌海さん（＠忠義）

なつみさん（＠忠義）

はる（＠仁・亮）

ななさん（＠忠義）

みなみさん（＠忠義）

色葉ちゃん（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）
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ありさ（＠博貴）

tearさん（＠エイト）
あこさん

さわこさん（＠忠義）

舞華さん（＠忠義） ナナ美さん（＠亮・忠義）
ﾏｼﾞで???
亮ちゃんでも作った料理を触られるのｲﾔなんだ???
じゃ、お刺身とかもﾀﾞﾒ???
まひるはちゃんと手を洗ってあるんだったら

触られても気にならないよ。

小火の跡形もわからないぐらい素晴らしい演出でしたよ。

小火前の演出見てないから偉そうなことは

言えないけどでもみんながすごく頑張ってて

最高の演出だったと思えるものでした。

良かったです。ﾎﾝﾄに。

忠義ってﾎﾝﾄどれぐらい食べるんだろうね。（笑

１度一緒にご飯食べに行ってみたいものだわ。（笑

白夜行泣けたよねー。

あと夜王も良かったし。

「Ｖｅｎｕｓ」結局覚えて行ったよー。（笑

忠義と一緒に踊りたかったから。（笑

忠義が踊るともっそい可愛いんだもん。

ｷｭﾝ死するかと思ったよ。（笑

山久の裸体はｷﾓｽです。

もうあの胸の筋肉が許せないです。（笑

あー!!!!ﾎﾝﾄ、忠義にお腹大丈夫???って
言われた日にゃﾋﾟｰﾋﾟｰも止まりますって!!!!!（笑
まひるもお腹壊して外に出ない間に桜が咲いてて

びっくりしました。

あー!!!!ｽｶ☆Ｊ見なくちゃー。
もう２週ぐらい見てないですよ。（涙

真緒（＠和也）

まひるまだＤＶＤ全部見てないんだよね。（涙

最近時間がなくて。

ｺﾒﾚｽも全部やると３時間近くかかるんだよね。（涙



それで先に延ばせば延ばす程時間かかるの

わかってるんだけどね。（苦笑

真緒はｱﾙﾊﾞﾑの曲は何が好き???
まひるは「one on one」と「ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ」が
すごく好きー!!!!!
毎日ﾘﾋﾟってるもん。

みずきさん（＠章大）

ｼｮｺﾗ出てたねー。

まひるもｼｮｺﾗは２〜３回しか見たことないんだよね。（涙

「ﾄﾞﾚﾐｿﾗ」は毎日見てたけど。（苦笑

また章大にもお芝居の仕事入ってくるといいねー。

昨日、演舞城行ってきたんだけど

忠義のお芝居ｽｺﾞｲ良かったよー。

でもやっかしﾀｯｷｰの迫力はｽｺﾞｲなって思った。

演舞城はたぶん何回見ても飽きないと思う。

弁慶が死ぬ時と義経が死ぬ時、ﾏｼﾞで泣いたもん。

あー。まひるもお腹痛いと頭痛いんだったら

頭痛い方が我慢出来るー。

頭痛で眠れないってことはないけど

腹痛で眠れないことってあるもんね。

美莉さん（＠亮）

千日前のＣＤｼｮｯﾌﾟさんはエイト、ｲﾁｵｼっぽいですよね。

ｻﾏｽﾍﾟの時にＣＤ予約の用紙くばってたとこですよね???
大阪に住めたらいいなぁーって思うことも

たくさんあるけど

それでもまだ関東に住んでるから東京でｺﾝや舞台やったら

行けるから良かったかなって思う。

大阪にも東京にも遠いとこに住んでたら

まひるは生きていけないかも。（涙

あみさん

ﾎﾝﾄ最初に演舞城の小火のﾆｭｰｽを見た時は



ﾄﾞｷﾄﾞｷででも特に怪我してる人もいないって知って

ｽｺﾞｸほっとしました。

そして昨日、演舞城観て来たんですけど

演出変わってもそれを感じさせない素晴らしいものが

出来てることに感動しました。

指燃えた〜はめちゃ可愛いですよね。

名言です。いや、迷言かな。（笑

ゆりえさん（＠忠義）

高校合格おめでとうございます!!!!!!＞＜
まひるも高校の時、進学校だったので

大変だったんですけど

でも部活もやったりﾊﾞｲﾄもやったりして

結構満喫してたかも。（笑

エイトに出会えて自分が良い方向に変われたってことは

素晴らしいことだと思います。

まひるももっともっと自分磨きが出来たらいいなって

思います。

ＫＡＴ−ＴＵＮのｱﾙﾊﾞﾑめちゃｶｯｺｲｲですよ。
ﾒﾝﾊﾞｰ作詞の曲もあるので

昨日ｶﾗｵｹに行ったんですけど

作詞のとこにﾒﾝﾊﾞｰの名前が出てきて感動しました。（笑

痩せると顔つき変わりますよね???
まひるもとりあえず目指せ３ｷﾛﾀﾞｳﾝです。

あ。「ｼﾝﾃﾞﾚﾗ〜」見たんですね。

あれはすっごい夢のある素晴らしいお話ですよね。

たっちょんが演じることが出来てﾎﾝﾄに良かったなぁーって

思いますね。

生ただ、最高でした。（笑

真冬（＠忠義）

昨日、演舞城でﾋﾟｶﾘﾝ観れて感動したよー!!!!!＞＜
たぶんあんなにﾏｼﾞﾏｼﾞとﾋﾟｶﾘﾝ見たの初めてかも。

ﾋﾟｶﾘﾝもっそいｶｯｺﾖｶｯﾀ。（笑

「親友とは???」



そうだなぁー。

まひるは「もっとも信頼出来てお互いが高めあう関係。」かな。

うーん。考えたらもっともっといろんなこと

出てきそうだけど。（笑

少しは恩返しができたかなはすごく良いお話でした。

病気と闘いながら東大に合格してしまったりして。

まひるもそんな気力を持ちたいなぁって思った。

あき（＠忠義）

だよねー。

忠義が旦那さんだったら今以上に料理頑張って

作ろうって思えるよね。

忠義に美味しいものたくさん食べさせてあげたいって

思うもん。

ま、そんな時は絶対に来ないんですけど。（涙

ｺﾝﾀｸﾄ、おＮＥＷにしたよー。

前より視力ｱｯﾌﾟしてて嬉しかった。

ｶﾗｺﾝは黒が欲しいんだよねー。

あきは何色買った???
なんか小火を感じさせない素晴らしい演出で

すっごいｶﾝﾊﾟﾆｰの力に感動しました。

すっごいすっごい良かったです。

ＰａｎｉＣｒｅｗ好きだったんだ???
何気に尊敬してるんだよね。(笑
うーん。でもエイトにも「Do you agree？」みたいに
ｶｯｺｲｲ曲あるじゃん???
またそんな曲が欲しい。

あ。つかね、別にエイトの曲が劣ってるわけじゃなくて

音作りの面で薄っぺらく聴こえるだけね。（苦笑

なかなか兄弟とか一緒に住んでても会わないことって

あるよね。

まひるも弟とそんな感じだから

この間は久々でした。

でも家族でご飯食べる時間ってすっごい大切だと

思うよー。

うん。ｶｯｺｲｲって思うｼﾞｬﾆはたくさんいるけど



でも本命は大倉忠義さんなんだよね。（笑

そこは絶対譲れない部分。（笑

遊びだと睡眠時間短くても起きれるんだけど

仕事の時はﾎﾝﾄﾀﾞﾒなんだよねー。（笑

乳飲料はやっかし腹壊しやした。（笑

自分でｱﾎだなぁーって思ったよ。（笑

えぇ???ﾏｼﾞで???
あきって背が高いのね。

まひるはだいたい１６０ｾﾝﾁｼﾞｬｽﾄ。

小日向さん（＠忠義）

金曜日に山梨でも「ｼﾝﾃﾞﾚﾗ〜」をやるので

また見てしまおうと思ってます。

昨日、演舞城を観てきました。

すっごいすっごい良かったです。

大河ﾄﾞﾗﾏの義経は１〜２回しか見たことなかったんだけど

それでも話に入り込めたし、

感動しました。

ｶﾝﾊﾟﾆｰのみなさんに感謝です。

錦戸グミ（＠亮）

ﾘﾝｸ了解でーす。

貼りなおしておきました。

こちらこそこれからもﾖﾛｼｸねー。

歩さん（＠忠義）

田口さん、ｽﾃｷですよね???（笑
何気に好きです。

つーか元担なんですけどね。（笑

ﾎﾝﾄ何度も何度も観たくなる舞台ですよね。

素晴らしいｶﾝﾊﾟﾆｰで感動しました。

歌海さん（＠忠義）



ﾎﾝﾄ山久はどこ目指してるんでしょうね。

不思議で仕方がないです。

演舞城のとこ、ﾌﾞﾛｸﾞ読みました。

なんか読んでて涙が出てきました。

でもなんとか今はｶﾝﾊﾟﾆｰの力で今出来る最上級の演出で

頑張ってますよね。

昨日観に行ったんですけど素晴らしかったです。

なつみさん（＠忠義）

山久の裸は見たくないです。（笑

お腹いっぱいです。

あ。まだ音楽戦士見てないんですよー。

山梨では１週間遅れてやるんですけど

ちょうど放送日に野球か何かで時間がｽﾞﾚてたらしくて

ﾋﾞﾃﾞｵに録画出来てるのかも不明です。（涙

あ!!!!桜の写ﾒ撮るの忘れてる!!!!!（笑
明日写ﾒろう。

でも先に忠義に写ﾒられてしまったので

やられた感があるんですけど。（笑

たちょってＴＶぴあですばるにﾄﾄﾛって呼ばれてた。（笑

なつみさんも大きいんですね。

中ﾄﾄﾛですかぁー。（笑

なんかまひるはそれを見て中ﾄﾛを思い出して

食べたくなりました。（笑

やっかしいやしいまひるなのでした。（笑

しっかりﾘﾌﾚｯｼｭしてきました。

最近舞台ってゆーとﾄﾞﾘﾎﾞしか見てなかったので（ｻﾏｽﾍﾟ以外）

すっごい新鮮でしたね。

そしてやっかしﾀｯｷｰはすごいです。

はる（＠仁・亮）

ｸﾛｻｷﾞは楽しみだけども裸体は見たくないです。（笑

やっぱ学校とかｼﾞｬﾆﾌｧﾝって多いの???
まひるが高校の時ってそんなに居なかったんだよね。(涙
ﾋﾅﾃｨﾌﾞなのって憧れるなぁー。



まひるもヒナティ部の部員として恥ずかしくないように

頑張ります。（笑

宿題ちゃんとやってねー。（笑

ななさん（＠忠義）

山久の胸筋ﾔﾊﾞｲよね???
ﾏｯﾁｮが嫌いなまひるとしては無理です。（笑

いや、山久もまひるなんて無理かもだけど。（笑

演舞城、すっごい楽しかったですよ。

間近で見れたし。

「Ｖｅｎｕｓ」踊るたちょ、めちゃ可愛かったです。

ﾀｯｷｰにｿﾛﾀﾞﾝｽをふられてｱﾋﾟｱﾋﾟしてましたよ。

そんなたちょに萌え萌えしてました。（笑

滝沢演舞城、ぜひＤＶＤになって欲しいです。

あー!!!!そだ。エイトのｶﾚﾝﾀﾞｰ出すの忘れてました。
今から飾ります。

みなみさん（＠忠義）

みなみさんもたちょのﾌｧﾝですかぁ。

４月７日楽しみですね。

たちょは作品に恵まれてると思う大倉担まひるでした。（笑

色葉ちゃん（＠忠義）

ﾄﾞﾗﾏのお知らせありがとーねー。

なんかﾎﾝﾄすっごいいろんな地方でも放送されて

すっごく嬉しいよね。

もうﾎﾝﾄ、ﾏｼﾞで飲み残した乳飲料は危険ということを

学びましたよ。（笑

牛乳とかﾁｰｽﾞになる前にもっそい異臭を放たない???（笑
あー。でもね、子供の頃にﾖｰｸﾞﾙﾄになりかけの

牛乳は飲んだことあるけどね。（笑

まだ幼稚園か小学校低学年ぐらいで

一口飲んでﾄﾞﾛっとしてたから

「おばあちゃん、これなんかﾄﾞﾛっとしてるよ。」って



言ったらおばあちゃんが「それが牛乳の美味しいとこだよ。」って

言われて素直に飲みました。（笑

ま、お腹壊したのは間違いないんですけども。

りりかさん（＠忠義）

おかげさまで腹痛も脱出しまして

最近体調に関してついてないなぁと思うまひるです。

「ｼﾝﾃﾞﾚﾗ〜」もっそいｽﾃｷなお話ですよね。

もう最近、大倉担で良かったな、大倉担で間違いなかったな

って思うことがたくさんあって

すごくＨＡＰＰＹです。

過呼吸は大丈夫ですか???
自分ではそんなにｽﾄﾚｽ感じてないつもりでも

何かしらあるんでしょうね。

人の優しさ、温かさにはﾎﾝﾄ救われますよね。

そんな気持ちでエイトの応援も出来たらいいなって

思いますよね。

ありさ（＠博貴）

エイト全員でﾚｺﾒﾝに出るのも楽しくて好きだけど

ﾋﾟﾝで出るのも楽しいよね。

お腹、無事治りましたよー。

かなり体調おかしくしたけどね。（苦笑

追加公演日程出たねー。

予想外に増えててびっくりしたけど。

それだけ倍率が高かったってことかなぁーって

思った。

とりあえず演舞城の楽日を観て次はエイトコンだ!!!!!

tearさん（＠エイト）
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。いいですよ。

まひるでわかることならお教えしますよ。



そんなにﾄﾞﾗﾑもうまくないんですけどね。（苦笑

それでﾒｰﾙくださいってあったんですけど

入力していただいたﾒｱﾄﾞが違ってるみたいで

ﾒｰﾙが送れなかったんですね。

なのでまひるのﾌﾟﾛﾌのとこにﾊﾟｿのﾒｱﾄﾞが載せてあるので

そちらにﾒｰﾙください。

あこさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

いえいえ。

「ｼﾝﾃﾞﾚﾗ〜」見れて良かったですね。

あのﾄﾞﾗﾏはﾎﾝﾄ夢があってｽﾃｷですよね。

たっちょんがあのﾄﾞﾗﾏで演じることが出来て

ﾎﾝﾄ良かったなーって思います。

ﾌﾞﾛｸﾞの方、お邪魔させてもらいますね。

さわこさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

前から見てくださってたとか。

ﾎﾝﾄにありがとうございます。

演舞城、良かったですよね。

花道下からせり上がってくる時、もっそい目線が一緒で

ﾔﾊﾞかったです。（笑

たちょ、ｶﾞﾝ見しちゃいました。（笑

楽日は３階席なので昨日みたいな臨場感はないかも

しれませんが楽しんでこようと思ってます。

舞華さん（＠忠義）

お久しぶりです。

たっちょん、すごく頑張ってたし、

楽しんでました。

たっちょんの笑顔を久々に見た気がします。



素晴らしいｶﾝﾊﾟﾆｰで恵まれてるなぁーって思いました。

ﾊﾞﾄﾝ了解しました。

時間のある時にやっておきますね。



2006.04.06 Thu お腹空いたぁー。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

最近太ってｼｮｯｸな大倉担まひるですけどもー。

あー。まひるも発音がﾃﾞﾌﾞの人の発音に

なってたらどうしよう。（笑

亮ちゃんに指摘とかされちゃうかしら???（笑
ヨコみたく可愛く白仔豚じゃなくて

まひるは確実にﾄﾝﾄﾝですよ。（豚豚

１日も早く痩せる方法とかないのかなぁー。

つーか空さん（＠章大）横尾くん観て「ﾖ○ﾁﾝ」とか

言わないでくれます???
思わず「ﾊﾐ○ﾝ」って言いそうになったじゃない。

まひるはそれ言うのかんなり我慢したよ。（笑

１日の中で何度下ﾈﾀが出てくるんだって話。

頻度が大倉忠義級なんですけど。（笑

そんなとこで忠義と競いたくないんですけど。（笑

あー。ﾎﾝﾄｱﾎでｺﾞﾒﾝなさい。

そんなわけで忠義さん、横尾くんは「ﾖ○ﾁﾝ」って

呼んであげてください。

ついでに横山さんも「裕ﾁﾝ」ではなく「ﾖ○ﾁﾝ」で。

まひるがそっと横から「ﾊﾐ○ﾝ」ってﾌｫﾛｰ入れるんで。（笑

ﾌｫﾛｰになってねぇー!!!!!

なんか最近自分が随分痛い子代表みたくなってるような。（笑

痛い子になってるのって案外自分では気づかないんだよね。

ﾏｼﾞで。ﾏｼﾞで。

時々ｼｬﾚになってない子とかいるじゃない???
まひるもだけど。（笑

まひるは自分で自分の痛さに気づいてるから

周りにｦﾀを公表してないんだけどね。

たぶん公表したら痛さに歯止めがきかなくなって



ﾔﾊﾞｲことわかってるからね。（笑

ｦﾀの仲間内で痛い子だったらいいけど

一般人の中で痛い子にはなりたくないから。

しかも２０歳越えてるし。（苦笑

中高生だったらいいけどねー。

２２歳になって痛さは発揮したくないわー。（笑

つーか前に空が言っていた甘いお茶が

うちの近くの自販機に売っていたので

昨日飲んでみました。

ﾏｼﾞでｳﾏｲ。

ちなみにDyDoの復刻堂ｼﾘｰｽﾞの「ｳｽ茶糖」ってやつです。
空って飲み物とか冒険するから

甘いお茶とか発見するけど

まひるは飲み物はまず冒険しないから

言われなきゃ絶対甘いお茶なんて発見しないよ。

えー。そんなわけで最近お休みしてたやつ

やりたいと思います。

勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ!!!!!

渋谷すばる様

３日の日にすばるも演舞城観に行ったんだよね。

すばるの目にも素晴らしいｶﾝﾊﾟﾆｰの姿が

映っていたと思います。

すばるの口から改めてﾀｯｷｰの名前を

聞けて嬉しいです。

なんとなく。（笑

最後まで応援してあげてください。

きっとすばるの応援、すごくﾀｯｷｰも嬉しいと思う。

内博貴様

最近、よく空との会話にﾋﾟﾛｷの名前が出てきます。



右も左もわからず生意気盛りだった頃の

あなたの話もしました。（笑

人間驕り高ぶることはよくないことだと思います。

きっとﾋﾟﾛｷもそれを学んだことだと思います。

ひとつひとつ学んでいったらいいと思う。

現状でもいろんなことを学んでいると思う。

頑張れ。ﾋﾟﾛｷ。

錦戸亮様

今回の亮ちゃんの話がｳｿなのかﾎﾝﾄなのか

全くわからない大倉担まひるですけどもー。

でもどこかでも妹の旦那がって言ってたような気がするのは

気のせいですか???
ﾎﾝﾄだったらおめでとうございます!!!!!
兄弟が結婚するってすごい微妙な心境になるよね。

特に亮ちゃんとこは女の子は妹さんだけだし。

妹が結婚するってやっぱ兄にとっては

心配なんだろうな。

まひるも兄ちゃんが結婚した時は泣いた。

兄ちゃんの生い立ちを知ってたから余計に泣けた。

自分の生い立ちを知ったのもこの日だった。

ありがとう。お兄ちゃん。

丸山隆平様

東京事変好きですよー。（笑

DVDは持ってないけどｱﾙﾊﾞﾑは持ってる。
DVDもぜひ観たいなぁって思ってるんだけど
なかなかお金がついてこないんだよね。（涙

たぶんたちょは演舞城で舞ってるから無理っぽいよね。（笑

だって自分のﾍﾟｰｼﾞの更新も危ういもん。（笑

でもたちょ、いい感じで舞ってるよ〜。

丸ちゃんも観たと思うけど

すっごいいい感じだよね。

ぜひたちょとヨコを応援してあげてください。

ﾖﾛｼｸねん。



安田章大様

安田くん、飽きました。（笑

でもﾁﾝﾊﾟの方で章大とすばるの近況が

知れるので我慢出来ます。（笑

あれがなかったらたぶん確実にｷﾚてます。（笑

やっすん、それ自己満ってゆーのよ。（笑

大倉忠義様

まひるのお腹もなっています。

ｵｶﾝがお風呂に行ってしまったので

ご飯の時間が遅くなっているのです。

つーかたちょは風邪ひいてるの???
一昨日見た時は普通だったんだけどなぁー。

一昨日はﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに楽しい舞台をありがとう。

たちょのｱﾄﾞﾘﾌﾞ言ってる時のちょっと困った笑顔が

すごく好きです。

なんか結構ずっと笑ってたよね。（笑

それがおかしくてまひるもずっと笑ってた。（笑

演舞城終わったらエイトコンが始まるけど

体調や怪我に気をつけてね。

たちょの頑張ってる姿が好きです。

村上信五様

そう!!
昼暖かくて夜寒いとかだと

ﾎﾝﾄ服装にも困る。

ヒナちゃんでもこうゆうこと愚痴ったりするんだなぁって

思った。（笑

いつもﾋﾅﾃｨﾌﾞなのに。（笑

あー。でも別にﾈｶﾞﾃｨﾌﾞな話でもないんだけどね。（笑

最近ヒナちゃん大好きなんだよねー。

声聞くとホっとする。

歌は中居くん級だけど。（笑



早くエイトコンで会いたいです。

横山裕様

ｶﾗｵｹの話、ﾚｺﾒﾝでするって書いてあったけど

２４時以降にしてくれないと話が聞けないよー。（涙

そっかー。ご飯に行ってｶﾗｵｹに行っての

次の日がまひるの行った４日だったのねー。

ﾒﾝﾊﾞｰが観に行ったのは知ってたんだけど

まさかｶﾗｵｹにまで発展するとは。（笑

あー。そうそう、演舞城のﾛﾏﾈｽｸの時に

初めて生でｿﾛを歌う横山裕に遭遇しました。

意外とイケてましたよ。

妙に感動しました。（笑

なんか今日気の利いたことも書けず申し訳ないです。

お腹が空いて力が入らないんです。（笑

いや、本気で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

明日出来たらします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.04.07 Fri ﾏｼﾞなんですけど!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

携帯のﾒｱﾄﾞ変えたった。

昨日の夜中に変えてお知らせﾒｰﾙも昨日作っておいて

朝、ﾒｰﾙ送った。

前のﾒｱﾄﾞもお気に入りだったけど

今回のもお気に入り。

ヲタにしかわからないﾒｱﾄﾞだと思う。

そこがﾎﾟｲﾝﾂ。（笑

しかもau、２０文字しか作れなくてまひる、ﾋﾟｯﾀﾘ２０文字。（笑
危ねー。

ちなみに空さん（＠章大）希望のeighterは入ってません。（笑
でもちょっとｶｯｺｲｲんだよね。（笑

自己満。（笑

ﾑﾌﾌ。

えー。本日、「ｼﾝﾃﾞﾚﾗになりたい！」の山梨放送日なので

仕事、１時間早めにあがらせてもらいました。（笑

わがまま娘だなぁー。（笑

DVDで持ってるのに。（笑
いや、せっかく山梨で放送してくれるなら

視聴率あげないとなと思いまして。

何事も貢献貢献。（笑

で、見たら速攻TV局さんにお礼のﾒｰﾙ送ろうと思って。
もうTBSさんの方には送ってあるんだけど。
やっかし感謝の気持ちは形に表さないとね。

あ。ﾔｯﾊﾞｲ。ﾄﾞﾗﾏ始まる。

ﾄﾞﾗﾏ終わりましたー。

やっかしまた泣いてしまった。

たちょが涙ぐんでるとこと不細工の方の凡が

告白してるとこ。

すっごいｼﾞｰﾝとする良いお話です。



たちょはﾎﾝﾄ作品に恵まれてるなぁって思う。

また何かﾄﾞﾗﾏに出る機会とかあったらいいなって思う。

今は演舞城を無事最後まで演じきることに集中して

欲しいし、途中でエイトコンのﾘﾊも入ってくると

思うけど１００％の力で挑んで欲しいと思います。

ｸﾘﾊﾟから走りっぱなしで大変かもしれないけど

たちょなら出来る。

ﾄﾞﾘﾎﾞはずっとｷﾚてる役だったから

演舞城がすっごい新鮮だった。

たちょの笑顔も見れたし。

たちょの笑顔が好き。

ちょっとはにかんだ笑顔も好きだし、

豪快に笑ってるとこも好き。

たちょの笑顔見てるだけでまひるもﾊｯﾋﾟｰな気持ちになれるから。

忠義が大好き。

仕事面ではすごく尊敬してるし、

ﾊﾟﾜｰもらってるなって思う。

素の部分もすごく好きだし、

って今日何回好きって言った???（笑
なんか大告白大会みたくなってるからもう今日は言わない。（笑

ま、一言で言えばまひるの今までの人生は

忠義に出会うためのﾌﾟﾛﾛｰｸﾞに過ぎなかったってことかな。（笑

わ。大きく出たなぁ。（笑

言っておけ。言っておけ。

この際何でも言っておけ。（笑

つーかね、昨日携帯の辞書の入ったﾒﾓﾘｰを探してたのね。

どこかにしまい忘れたみたいで。

で、散々探してここにはないだろ???って思うとこを
最後に見たの。

そしたらそこに入ってた。（笑

どうゆう管理能力なんだよって思ってみた。

ちなみに和英辞典が見たかったんだけど

そのﾒﾓﾘｰにはまひるの探してる単語が入ってなかった。

結局本棚から和英辞典引っ張りだしたよ。（涙

ﾔﾊﾞｲ。最近ﾎﾝﾄに痴呆が進んでる。（笑



空と会話してると２人であれだよ。あれ。って言ってる。（笑

絶対脳なんてｽｶｽｶなんだよ。

あ。この間、空がどSだということを知りました。
あー。納得。（笑

まひる、どMですから。
だからうまくいくのね。なんて思ってみたりして。

攻められると萌えます。（笑

最近下ﾈﾀの頻度が多いので控えます。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

お休みの日にまとめてやりますね。

ﾎﾝﾄｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.04.09 Sun 言葉って難しいな。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

何気なく言った言葉が人を傷つけてしまうことが

あるんだなぁーって思って

反省しました。

これからはもっと言葉を選んで書きたいと思います。

まひるの言葉で傷ついてしまった方、ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。

以後気をつけます。

ｺﾝﾀｸﾄをはずしたので目がｼﾊﾞｼﾊﾞします。

画面なんて１５ｾﾝﾁぐらいまで近づかないと

見えないし。（涙

今日、朝６時頃１回起きてﾌﾞﾛｸﾞ書こうと思ったんだけど

あまりの眠さに沈没しました。

７時には爆睡ですよ。（笑

結局１０時まで寝ました。

ちなみに今日は１２時から仕事でした。

この１２時ってゆー微妙な時間が起きれないのよ。

この間の演舞城は５時起きでﾊﾞｯﾁﾘ起きたんですけど。（笑

しかも眠かったのは最初だけ。

空（＠章大）はずっと眠かったみたいだけど。

まひるは遊びの時は完璧なんだよねー。

あ。でも５時起きでお風呂入ったからかも。

お風呂とかｼｬﾜｰとかすると目が覚めるよね???
前は確実に朝ｼｬﾝするくせがついてたから

ちゃんと起きれていたのかも。

最近は夜、お風呂入るから。

温かくなったら朝ｼｬﾝ派に変えようかな。

楽日の前日、仕事１９時であげてもらうことにした。

また休もうかと思ったんだけど



半日もったいないなぁーって思って。

今回は特に買い物もないし、

ｽｳｪｰﾄﾞの靴を履いていくことに決めたから。（笑

ﾒﾝｽﾞの靴なんだけどすごく気に入って買った靴なんだよね。

たぶん２５ｾﾝﾁとかだったと思う。

履くとね、もっそいﾃﾞｶｲ。（笑

いや、ﾌﾞｶﾌﾞｶって意味じゃなくて

見た目がﾃﾞｶｲ。（笑

何気に好き。（笑

そだ。聖のﾄﾞﾗﾏ見れなかったんだよね。（涙

その日、演舞城に行ってて「ｽｶ☆J」録画してったから
聖のﾄﾞﾗﾏ誰にも頼んでいなくて

結局見れなかったってｵﾁ。

でも田口さんのﾄﾞﾗﾏも見てませーん。（苦笑

それは録画したんだけど

寝てた。

普通に寝てた。（苦笑

そういえば今、ふと思い出した。

昔、淳之のことを「のすけどん」って呼んでた。（笑

そんなわけでKAT-TUN担のみなさんは
ぜひ「のすけどん」って呼んであげてください。（笑

今でこそKAT-TUNの爽やか貴公子だけど（？）
昔は···orz
ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

まぁ、笑って許せ。

そんなのすけどんが好きだったんだから。

今日ねー。仕事、人が足りなくて死ぬかと思った。

忙しくて久々に目を回してみた。

昼間行ったら店長とS氏しかいなかったもん。
実質２人みたいな!!!!!
仁みたく軽く舌打ちしちゃうとこよ。

店長はいつもﾊﾞｯｸﾙｰﾑにいるのでS氏と２人で切り盛り。
夜に至っては無駄に丁寧なSちゃんだし。



無駄に丁寧って!!!!!!みたいな。（笑

今日、書くことないです。

今更言ってみる。

あ。そ。そ。

新たな発見をしてみたんだけど。

友達に聞いたら山梨で「川中島の合戦」ってゆーお祭りがあって

川の中で切られて川にﾊﾏるだけで

１万円もらえるんだって。

知らなかったんですけどぉー。

今年は川にﾊﾏりに行こうかな。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

火曜日がお休みなので火曜日ぐらいには

出来そうです。

お待ちくださいませ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.04.11 Tue ﾄﾞﾗﾏｰ好き。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

えぇーと。

ﾔﾌﾟﾛｸﾞの方（One　Way）を移転しました。
ﾔﾌﾟﾛｸﾞの方もｻｲﾄ残しておくのでお時間ある方は

見てくださいね〜。

引越し先もﾘﾝｸに貼ってあるので

そこから飛んでみてください。

お知らせでした。（笑

今日、ﾌﾞﾛｸﾞ書かないつもりだったんだけど

凹みも治まったので書くことにしました。（単純

そりゃ生きていれば凹むこともあるさ。

しかも女の子の日が近いし。

まひる、ﾎﾝﾄ女の子の日の前って精神的ﾀﾞﾒｰｼﾞを

受けやすいのよ。

だから漢方薬もらってるんだけど

お腹壊してから怖くて飲んでないし。（笑

あ。今日知ったんだけど

JUGEMさんにｺﾒﾝﾄするのにｶﾞｰﾄﾞが堅くなってた。
全然知りませんでした。（ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ

いかに人のﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒﾝﾄしてないかってことですよねー。（反省

最近自分の中でいっぱいいっぱいってゆーか。

全く持って余裕などございません。

あ。でも仕事はちゃんと頑張ってるよ。

だから仕事終わって帰ってきて部屋に戻ってきた時の

ｷﾞｬｯﾌﾟ???（笑
もっそい無になるの。

だからﾌﾞﾛｸﾞもうまいこと書けないし。

それでも読んでくださる方がたくさんいらっしゃるので

期待に沿えるものは書きたいなって思うし。

結局ﾌﾞﾛｸﾞなんて自己満の世界だと思ってたんですが



最近読んでくださる方が多いので

自己満だけでは片付けられない事情になってます。

なのでひっそりこっそりｻｲﾄなどやってるんですけどね。（笑

お時間のある方、読んでみたいという奇特な方は

１箇所ﾘﾝｸが貼ってあるとこがあるので

探してみてください。

ちなみに書いてあることはそんなにここと変わらないです。

なんせこれがまひるの素なので。（笑

明日ってゆーかもう今日だけど

雨なんだってねー。

病院行こうと思ってたんだけど

明日はｶﾞﾝ寝することにします。

そんなわけで今の時間帯まで起きてますけど。

移転のﾘﾝｸのお知らせとかやってたら結局この時間に

なっただけよ。（笑

あー。やっかし山梨に住んでて車の免許がないって

市民権がないのと一緒だわ。

さすがに雨の日は不便だなぁって思うんだけど

でも普通の日で苦痛に感じたことないんだよね。

ﾊﾞｲｸ好きだし。

あ。先週だっけ???
HEY?SP見ててつんく♂は嫌いだけど
ｼｬ乱Qはありだなって思った関西人大好きっｺ
大倉担まひるですけどもー。（笑

ちなみにまこっちゃんが好きです。

やっかしﾄﾞﾗﾏｰなんだ???って自分で妙に納得してしまったよ。
忠義の前に好きになったﾐｭｰｼﾞｼｬﾝの方も

やっかしﾄﾞﾗﾑの方が好きでした。

今でもその方のことは尊敬してるんですけど。

まひるの原点みたいなものですね。

その方の影響を受けてまひるもﾄﾞﾗﾑを始めました。

それから１０年ぐらいになりますね。

でも最近はﾄﾞﾗﾑよりもﾍﾞｰｽの練習してることが多くて



何気に家に帰って１時間ぐらいﾍﾞﾝﾍﾞﾝやってます。

ﾍﾞｰｽって地味だと思うでしょ???
違うんですよー。

ﾍﾞｰｽｿﾛとかになったらめちゃめちゃｶｯｺｲｲんですよ。

低音の魅力です。

ちなみに丸ちゃんのﾁｮｯﾊﾟｰとか見たことないんですけど

丸ちゃんはﾁｮｯﾊﾟｰとか出来るのかな???
１度はぜひ丸ちゃんのﾁｮｯﾊﾟｰを見てみたいです。

ついでに言っておくと

ｳﾙﾌﾙｽﾞのｼﾞｮﾝ・B・ﾁｮｯﾊﾟｰさんは改名して
今の名前なんですよ。

昔はﾌﾞﾗｯｸ田ﾖﾝﾋﾟﾙって名前でした。（笑

わー。そんなこと知ってる人少ないんじゃないかなぁー。

わー。今日関西人の話しかしてないー。（笑

あ。今日、ﾒﾝﾄﾚを予約するの忘れてて

結局夜のいいともしか録画してないんだけど

いいともは帰ってきてからﾘｱで見ていたのね。

そしたらｼｹﾞたんも出てたー!!!!!
ﾉｰｰｰｰｰｰﾝ!!!!!
男前が２人も出ちゃってるんですけど。

しかも松田翔太くんとか何気に好きだし。

何気に小泉孝太郎さんとか好きだし。

ﾉｰｰｰｰｰｰﾝ!!!!!
男前祭りじゃんかー!!!!
もうTVに釘付けですよ。
亮ちゃんもういいともの常連さんだよね???
火曜日の夜の顔と言えば錦戸亮でしょ!!!!!
あー。そしてまひるの最近のﾂﾎﾞの北村一輝さん出てましたね。

髪を切ってもっそい男前になってて

中居くんとかﾀﾓさんにいじられてる沢村さんに

萌え萌えしちょりました。

北村さんｶﾜﾕｽ。

顔は濃いけど。（笑

ﾏｼﾞ北村さん好きだわー。



ﾌｧﾝになりました。

あー。そろそろ寝ます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとね。

ｺﾒﾚｽは夕方やりまーす。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.04.11 Tue 現実逃避。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

北村一輝さんを沢村と書いてた大倉担まひるですけどもー。

いやー。お昼寝しちゃいました。

なんか夢を見たんですよ。

もっそいﾊｰﾄﾞな夢でした。

２度と見たくないなぁーって思いました。

でも夢の中でも食いしん坊だったんですけど。

しかもｵﾁが六本木のｶﾗｵｹBOXにﾊﾟｼﾞｬﾏで行くってゆーね。（笑
絶対どこかの病院抜け出してきたかと思って

捕まるよ。（笑

ちなみにまひるはﾊﾟｼﾞｬﾏではなくｽｳｪｯﾄ派ですけどね。

そんなことはどーでもよくってよ。（笑

なんかわかった。

まひる、抜け殻になってるっぽい。

現実逃避ってゆーか。

先週の演舞城から抜けきってないみたい。

たまーにあるんだよね。

もっそい萌えてるか抜け殻になるかのどっちか。

今回は抜け殻です。

あまりにも舞台が素晴らしかったので

抜け切れてないみたいです。

そこにとどめを刺すかのように「ｼﾝﾃﾞﾚﾗ〜」なんぞ

見たので現実に戻ってこれてないみたいです。

ｱﾂﾋﾛくん担の友達も観に行ったけど

良かったって言ってたし。

忠義のお芝居も褒めてくださいました。

ｱﾂﾋﾛくん担のようなよく舞台観ていらっしゃる方に

褒めていただけるとﾎﾝﾄ嬉しいですね。

つーか今、久々に「たべっ子どうぶつ」食べたんですけど



まひるの求めてた子供の頃に食べたのと味が違うみたいで

美味しくなかったです。

ｶﾞｯｶﾘです。（涙

この間、空（＠章大）とご飯食べてた時のこと。

隣に座ってた女の人が携帯全面ﾃﾞｺってたんですよ。

で、まひるも空ももっそいﾃﾞｺりたい人達なので

羨ましかったんですよ。

でもやっかしお店とかで全面ﾃﾞｺってもらうのには

２万ぐらいかかるじゃないですか???
せっかくﾃﾞｺってもらっても機種変しちゃうから

もったいないなってゆー結論に達しまして。

auなんて２万円もあれば機種変できちゃいますもん。
それでもあのﾄﾞ派手な携帯が羨ましいんですけど。（笑

まひるなんて寂しくﾗｲﾝｽﾄｰﾝだけだもん。

王冠もついてますけど。（笑

隣の人の携帯見てまひるは自分の携帯裏返しましたもん。

負けた気がして。（笑

忠義もﾗｲﾝｽﾄｰﾝつけてたんだよね???
亮ちゃんにはがされましたけど。（笑

忠義の携帯見てみたかったです。

男の人でﾗｲﾝｽﾄｰﾝつけてる乙女な人は見たことないので。

忠義も案外乙女なのね。（ｳﾌﾟﾌﾟ

あー。亮ちゃんの妹さんが結婚されたじゃないですか???
４月１日に。（笑

あれ亮ちゃん的に別な意味でもっそいﾄﾞｷﾄﾞｷしてたのかなぁって

思いました。

だってｴｲﾌﾟﾘﾙﾌｰﾙですよ。

ｳｿでしたー。って言われるかもしれない不安も

多少なりともあったと思うんですよ。

だからWebであんなに４月１日を強調してたのかなって。
亮ちゃんも年内にはｵｼﾞｻﾝですね。

なんか最近出来ちゃった結婚がまた増えてるような。

章大のとこのお姉さんもそうでしょ???



うちの兄ちゃんもですけど。（笑

出来ちゃった結婚で結婚するなら別に問題ないんですけど

山田孝之さんみたいなのはﾎﾝﾄｲﾔじゃないですか。

無責任ってゆーか。

お金で解決させてる風なとことかあって。

最初から結婚出来ないなら避妊はしようよって

話ですよ。

山田孝之さんのお芝居は好きなんですが

人間的には好きになれません。

つーか４月２５日の深夜にＡＤＳＬのﾒﾝﾃがあるそうなので

演舞城から帰ってきてすぐにはﾌﾞﾛｸﾞ更新させることが

出来そうにありません。

次の日ぐらいになりそうです。

楽日なのでいち早くみなさんにお伝えしたいんですが

ちょっとｼｮｯｸです。

ちなみにまひるも空も全くの千秋楽というものを

経験したことがなくすごくﾄﾞｷﾄﾞｷしています。

だいたいﾁｹｯﾄが取りにくいことを予想して

楽日をはずしてきたもので。

今回みたく席が悪くても楽日を!!!!!って
思ってﾁｹｯﾄを取ったことがないのです。

ちなみに今回、楽日は一般発売やﾌﾟﾚｲｶﾞｲﾄﾞ発売では

なかったﾁｹｯﾄなのです。

だから取れないものだと諦めてたんですが

「ｽﾞﾊﾞﾘ言うわよ。」の先行販売で

電話が繋がったのでおそるおそる楽の日程を聞いたところ

ﾁｹｯﾄがあったんですよ。

だからＡ席なんですけどとりあえず記念すべき舞台だし、

楽日に行きたいってのがすごくあって。

きっと楽日に行くなんて最初で最後かもしれない。（笑

それでも最高のｶﾝﾊﾟﾆｰの千秋楽が観たいんです。

空は数日後にはエイトコンの大阪に参戦予定だし。

まひるは行けないんですけどね。（涙

城Ｈのエイトコンもっそい行きたいんですけどねー。

ﾋﾅﾃｨﾌﾞとの約束もあるし。



でもまひるは８人揃ったエイトと城Ｈで会うことに

決めました。

ﾋﾅﾃｨﾌﾞ、約束守れなくてｺﾞﾒﾝね。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

ナナ美さん（＠亮・忠義）

真冬（＠忠義）

真緒（＠和也）

美莉さん（＠亮）

しおりんさん（＠忠義）

みずきさん（＠章大）

ウータンさん（＠亮）

あき（＠忠義）

あゆっちさん（＠雄一）

はる（＠仁・亮）

ゆかさん（＠忠義）

ななさん（＠忠義）

ゆりえさん（＠忠義）

フゥ太さん（＠忠義）

暁扇さん

奈々さん（＠亮） ナナ美さん（＠亮・忠義）
Ｖｅｎｕｓ覚えてった方が楽しいですよー。

でももしかしたら踊ってるのって前の方の席の人だけかも。

後ろの方って双眼鏡で観るのがいっぱいいっぱいで

踊る余裕なんてないですよね。

まひる、楽日はＡ席なので踊れないかも。（涙

やっかしお刺身食べれないのね???（笑
びっくしですよ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


真冬（＠忠義）

ｽｶ☆Ｊのﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞもっそい男前だったよね。

あの時だけ妙におとなしかった横山さんも

気になったんですが。（笑

あれはヨコが勝負に出てたからかな???
ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞの出来る男とかもっそい男前ですよね。

憧れるわー。

実はまひるは生まれてこの方ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞに行ったことがなく。

だから憧れが強いのかもしれません。

真緒（＠和也）

ＫＡＴ−ＴＵＮの曲はﾎﾝﾄどれもすっごいｶｯｺｲｲと思うー。
相変わらずﾘﾋﾟってるもん。

で、たまにエイトのｱﾙﾊﾞﾑ。（笑

しかもまだＤＶＤ観てないし。（死

今夜観るわー。

今日、お昼寝しちゃって眠れないと思うから

ｽｶ☆Ｊ見たあと見ることにするよー。

そういや、どこだっけ???
どこだかで亀ちゃん、ゆっち担に嫌がらせされたんでしょ???
亀ちゃんのｸﾞｯｽﾞのうちわにﾏｼﾞｯｸでﾊﾞﾂとか書かれて。

そいつ最低だなって思いました。

ﾒﾝﾊﾞｰ全員が好きと言えないならゆっち担なんて

認められないよなって思います。

美莉さん（＠亮）

お店の名前忘れたんだけど

千日前のどこだかのお店がｻﾏｽﾍﾟの時、中で予約受付してたよね。

ﾀﾞｲｴｯﾄが３日坊主なんですけどもー。（笑

あー。でも絶対夏までには痩せたい。

夏ってゆーか春先になると薄着になるから

お腹にお肉とかつくともっそいﾔﾊﾞｲじゃないですかー。

今、その状態。（苦笑

まひるがﾃﾞﾌﾞだろうがﾌﾞｽだろうが忠義は



知ったこっちゃないかもだけど

やっぱ太ってる可愛くない子が自分のうちわ持ってるより

痩せてて可愛い子が自分のうちわ持ってる方が

嬉しいだろうなって思うから

少しでも醜い点を改善したいのです。

しおりんさん（＠忠義）

先日はどうもでしたー。

お友達全然ＯＫですよー。

ﾊﾞﾘﾊﾞﾘ絡んでください。

またｻｲﾄの方お邪魔しますね。

わ。ﾌﾞﾛｸﾞの方に書いていただけたんですか???
なんか照れくさいですなぁ。（笑

いやいや、５歳年下でも萌えは萌えですよ。（笑

全然ﾌﾞｯｸﾏｰｸに入れてくださってかまわないですよ。

ﾖﾛｼｸお願いします。

もちろんTOKIOは松岡さんです!!!!!ﾏﾎﾞです。ﾏﾎﾞ。（笑
数年前のPZに松岡くんが出た時、大野くんとｲﾉｯﾁと
ﾄﾘﾌﾟﾙｷｬｽﾄだったんですが絶対松岡DAYに入るって言って
駄々をこねた人です。（笑

あー。そうです。そうです。

北村さんです。

なんかどこかで沢村さんって覚えてしまったみたいで

書く時に注意はしてたんですけど

たまに油断してると沢村さんって書いてしまいます。（笑

ご指摘ありがとうございますぅー。

みずきさん（＠章大）

演舞城のたちょはめっさ輝いてました。

ｷﾗｷﾗの王子様でした。

いや、弁慶でした。

そしてやっかしﾀｯｷｰはものすごいｵｰﾗが出てました。

滝沢秀明ﾊﾟﾈｪ（ハンパない）って思いました。

「ｼﾝﾃﾞﾚﾗ〜」５月なんですね。（涙

でもきっとみんなの感想とか見てから見ると



「あー。なるほどねぇ。」ってすごい感じると

思いますよ。

山梨でも先日放送されまして

仕事早退して見ました。（どんだけ???
章大のﾈﾀはあれは身近に子供のいる人じゃないとわからない

面白さだと思うんですよ。

さすがに毎週はｷﾂｲです。（涙

ウータンさん（＠亮）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

いつも読んでくださってるとか。

ありがとうございます。

すっごく嬉しいです。

下ﾈﾀ多くて失礼します。（笑

あ。ﾉﾝﾉでも言ってたんですか???
ﾉﾝﾉ買うかどうか迷って結局買ってないんですけど。

なんかﾎﾝﾄ雑誌だけで万単位なので

ちょっとでも削らないとやっていけないのですよー。

まだﾉﾝﾉ売ってますかねぇ。

せめて立ち読みだけでもしたいと今思いました。（今かよ!!!!!
あ。大学入学おめでとうございます。

環境変わると疲れますよね。

まひるも東京から山梨に引っ越してきた時、

周りに知ってる人が家族ぐらいしかいなかったので

結構寂しかったです。

今は自分の庭のようですけど。（笑

「ｼﾝﾃﾞﾚﾗ〜」癒されますよね???
あれすごく好きです。

最後の剣の時にちゃんと忠義も顔だけじゃなく

性格も綺麗なんだってことがちゃっかり描かれていて

にくい演出にやられました。

まひるの萌えﾎﾟｲﾝﾂは川でぬいぐるみ拾ってる

たちょなんですけど。（笑



あき（＠忠義）

ﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑは後々考えたとこいつもはｽﾈｱﾀｲﾌﾟでやってるのね。

演舞城でも最初はいつものｽﾈｱﾀｲﾌﾟでやってるんだけど

２人でやってる時は

ﾌﾛｱﾀﾑってゆうﾄﾞﾗﾑで言ったら右側にある胴長の低い音の

出る太鼓でやってるのね。

ﾌﾛｱﾀﾑってゆーのは元々低い位置で設定されてるものだから

あれは仕方がないんだよね。

というわけです。

まひる、時代劇とか大好きでねー。（笑

そんなわけでおもっきしﾂﾎﾞに入りました。（笑

あ。専門学校入学おめでとう!!!!!
ちなみに何の専門学校???
そ、そんな。恐れ多い。（笑

でもまひるなんかのﾌﾞﾛｸﾞで勇気もらってるなんて

言ってもらえるとすごく嬉しいよ。

これからも頑張ろうってすごく思えるよ。

ありがとう。

あきって毒舌なんだ???（笑
まひるもたまに出るﾎﾟﾛっとした一言がｷﾂｲって言われるから

注意してるんだけどね。

今回もそんな感じ。（苦笑

あゆっちさん（＠雄一）

ﾘﾝｸありがとうございます。

ﾎﾝﾄ無理言っちゃってすみませんでした。

あゆっちさんのﾌﾞﾛｸﾞ、面白くてﾎﾝﾄ好きです。

中丸愛に溢れてるあゆっちさんがｽﾃｷです。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

はる（＠仁・亮）

高校入学おめでとう!!!!!
はるも高校生かぁー。

なんか年々年をとっていく自分がｲﾔです。（切実

凡の時のはにかんだ笑顔とかもっそい可愛いよね。



まひるも小指にﾘﾎﾞﾝを結んで欲しいわー。

ちなみにそのﾘﾎﾞﾝの先は忠義の小指と繋げて欲しいです。（切実

まひるも自分に自信があるわけじゃないけど

自分なんかとかそうゆうことは絶対思わないように

してる。

そうゆうのってやっぱよくないと思うんだよね。

自分が自分を否定してしまったら

誰が自分のこと認めてくれるんだ???って話だもん。
だから出来るだけ自信持てるような自分に

なれるような自分磨きを頑張ってます。

やっかしｼｯﾀｶとかｲﾔだよねぇ。

いかにも前から好きでしたみたいなこと言ってて

実際はごくせんだったり、ﾃﾞﾋﾞｭｰ前後だったりとか。

別に新規のﾌｧﾝが悪いわけじゃないけど

知らないなら知らないと認めることはして欲しいと思う。

ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ先生のお言葉頂戴したいですなぁ。（笑

はるさん、先生におねだりしてみてよー。（笑

ゆかさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

え???ﾏｼﾞですか???
会社で読んでくださってるんですか???
下ﾈﾀ多しなのでゆかさん、変態と思われちゃわないですかねぇ。（笑

思われちゃったら同類ということでお願いします。（笑

演舞城はもう行かれたのでしょうか???
今週ですよね???
ﾎﾝﾄに素晴らしいｶﾝﾊﾟﾆｰですので

楽しんできてください。

「ｼﾝﾃﾞﾚﾗ〜」良いお話ですよね。

凡の時も剣の時も両方のたちょが好きです。

あんなに男前の店員さんとかいたら毎日通ってしまうのに。

ゆかさんは広島ですかぁ。

まひるもeighterは相方の空（＠章大）だけですね。
あとは東京にいる友達ですごく親切にしてもらってる

亮担の友達がいるぐらいで



それ以外はON友になります。
身近にeighterさんがいるともっそい盛り上がりますよ。
ぜひ良いお仲間見つけてください。

ななさん（＠忠義）

演舞城はぜひDVDにして欲しいですね。
すごくたちょもヨコも頑張ってます。

ｱﾄﾞﾘﾌﾞめっちゃ可愛いですよ。

ちょっとﾀｯｷｰに突っ込まれて困った感じが

もっそい可愛いです。

∞ﾚﾝｼﾞｬｰは最初の頃は全部ﾉｰﾄに写してたのですが
（ﾊﾟｿが自分のﾊﾟｿでなかったために）

今はたちょだけ画面ﾒﾓに入れてます。

最近画面ﾒﾓがいっぱいになったので

ﾊﾟｿに打ち込もうと思ってるんですけど。

あと友達がﾊﾟｿに全員分打ち込んでるので

今度会った時にﾃﾞｰﾀをもらおうかなって思ってます。

ゆりえさん（＠忠義）

名古屋当選おめでとうございますぅー。

これで楽しみが増えましたね。

まひるはｸﾞｯｽﾞはたちょが写ってるものは全部買います。（笑

例えば今やってる滝沢演舞城だったら

写真が１１枚で５５００円。

ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞが５００円。

ﾊﾟﾝﾌが２０００円で合計８０００円使いました。

コンとかだったらたぶんﾊﾟﾝﾌとうちわとﾎﾟｽﾀｰ（集合と個人）は

確実に買いますね。

それにたぶんﾌﾟﾗｽされてﾗｲﾌﾞﾌｫﾄとか発売になるかもなんですが

それも発売してるのは全部買ってしまう痛い人です。（笑

フｩ太さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。



ほぼ毎日見てくださってるんですか???
ありがとうございます。

嬉しいです。

共感出来る部分とかあるんですか???
それはﾎﾝﾄに嬉しいです。

演舞城、すごくたちょ笑ってましたよ。

ﾄﾞﾘﾎﾞの時は険しい表情ばかりだったので

すごく久々に生で笑ってるたちょを見れて嬉しかったし、

新鮮でした。

またぜひ遊びにいらしてください。

お待ちしてます。

暁扇さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

通ってくださってるんですか???
ありがとうございます。

今年から社会人になられたんですか???
じゃ、年も近いですよね???
ちなみにまひるは２２歳です。

専門学校が３年で去年の春に社会人ﾃﾞﾋﾞｭｰしました。

ﾌﾞﾛｸﾞの方、お邪魔させてもらいますね。

奈々さん（＠亮）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

eight peopleから飛んできてくださったんですか???
ありがとうございます。

奈々さんは今も山梨にお住まいなんですか???
まひるは高校までは東京に住んでまして

親の実家が山梨だったので

高校卒業して山梨に家族そろって引っ越してきました。

相方も東京出身なのですが

まひるの１年後に山梨に引っ越してきました。

相方の親の実家も山梨だったので。



なので今は２人で山梨から大阪に遠征したり

東京行ったりしています。

川中島の合戦とか全然知らなかったんですよー。

そうゆうお祭りがあることぐらいしか。

そうですね。

山梨県民って自分の地元に対して案外興味がない感じがしますね。（笑

意外と知らないこと多かったりしますよね???（笑
最近知ったのはあいのりのﾋﾃﾞがNEWYORKのCMに出てること???（笑
NEWYORKのｽﾀｼﾞｱﾑの方で前働いてたらしいですね。
ちなみに相方情報です。（笑

あ。これからもﾖﾛｼｸお願いします。



2006.04.12 Wed ﾌﾟﾘﾝ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

弟のﾌﾟﾘﾝを２つも食べてしまった大倉担まひるですけどもー。

昨日、夜中に大奥なんて見たら眠いよ。

でも大奥って面白いよね。

前のｼﾘｰｽﾞの時も深夜に放送されてて

なんか毎週見てた気がする。

で、いっつも次の日眠くてさ。（笑

つーか今日、本屋に寄ったら

P誌だけ売り切れててｼｮｯｸだったんですけどぉー!!!!!
他の本屋さんに行こうかと思ったんだけど

今日はめんどっちくてやめちゃった。

また後日行きます。

ﾎﾝﾄ使えない本屋です。

W誌も１冊しかなかったし。
最悪だー。

やっかしいつもの本屋に行こう。

演舞城、楽日まで２週間を切ったね。

なんか３月はすごい長いなぁって思ったけど

４月はあっという間だった気がする。

なんだかんだと言って２ヶ月ってあっという間だよね。

演じてる方はもっとそう感じると思う。

なんか毎日楽しく忠義も頑張れてるみたいだし、

それが嬉しい。

やっかしタッキーと言う大きな存在がいるからかな。

ｼﾞｭﾆｱとも仲良くやれてるみたいだし。

大倉忠義にとって収穫ある舞台だったと思う。

またエイトコンやｻﾏｽﾍﾟで大きく成長した

忠義が見れるんじゃないかと思う。

忠義ってちゃんと学んだものを自分の力にすぐ



出来ちゃうとこがﾎﾝﾄにすごいなぁって。

それってこの世界では大切なことだし、

かなり努力してるんだなって。

そうゆうとこがすっごい尊敬できるし、

好きなとこなんだよね。

大倉忠義様、尊敬してます。

やっかし好きな人は自分の尊敬出来る人じゃないと

ﾀﾞﾒってゆーのがまひるの中にあって。

でもまひる、人の良いとこ見つけるの

うまいですよ。（笑

ﾀﾞﾒなとこ見つけるのも早いんですけど。（笑

確かに忠義のﾀﾞﾒだなって部分もありますけど

でもそれは極々些細なことなので

別に不満でも何でもないですしねー。

たまに舌打ちしちゃう時もありますけどねー。（笑

それでも自分の好きってゆう気持ちが強いから

なんてことはないんですよ。

些細なことでｸﾞﾗつく程のちっぽけな気持ちじゃないんで。

それはきっとまひるだけじゃなくみんなも同じ気持ちだと思うし。

そうやってみんな自担と向き合ってると思います。

つーか演舞城の写真がやっかし第５弾が発売になりましたー。

まひるの予想では６弾まで出そうだなって感じです。

えー。あと何枚買えばいいんだろう。

もうﾄﾞｷﾄﾞｷなんですけど。

全部買えますように。（笑

もうﾎﾝﾄ金欠なので勘弁してください。（涙

あ。そだ。毛穴の汚れを洗い流すﾊﾟｯｸが欲しいんですけど。

角質をふき取るやつなら持ってるんだけど

いつも使ってるﾄﾜﾆｰの水色のﾊﾟｯｸを

使い切っちゃったから新しいやつ欲しいんだけど

まだ売ってるのかなぁ???
新しいﾘｯﾌﾟも買わないとならないし、

欲しいものたくさんありすぎてお金がない。



なんとか金欠を脱出したいなぁと思う日々。

ｻﾏｽﾍﾟのﾁｹｯﾄ代も貯めておかないとならないし、

ｦﾀってお金がかかるよねー。

こうゆう時、ちょっとだけｦﾀ卒したいなって思ったりする。

出来るわけないんだけどね。（苦笑

そんなわけで大倉忠義さん、こんな感じでｦﾀやってます。（笑

認めてやってくださいまし。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

あき（＠忠義）

ナナ美さん（＠亮・忠義）

真緒（＠和也）

真美さん あき（＠忠義）
ﾊﾞｲﾄ辞めさせられたんだね。（涙

まひるも高校の時、ﾊﾞｲﾄ辞めさせられたことがあって。

まひるの態度も悪かったから仕方がないかなって

思ったけどでも自分の小遣いを自分で稼いで何が悪い???って
もっそい思った。

早くﾊﾞｲﾄに復帰出来るといいね。

だってさ、携帯長く使っても１年ぐらいで機種変しちゃうじゃん???
だからﾃﾞｺりたいけどお金がもったいないって

思っちゃうよね。

まひるも甥っ子２人いるんだけど

めちゃ可愛いよ。

章大程じゃないけど。（笑

あ。ﾒｰﾙありがとー。

またお返事するねー。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ナナ美さん（＠亮・忠義）

演舞城すごく良いですよね???
まひるも全然１万２０００円が惜しくなかったです。

なんかﾁｹｯﾄがあんまりさばけてなかったみたいで

それがすっごい意外なぐらいに良い舞台です。

楽日はA席なんだけどそれでもまた観れるかと思うと
すごく嬉しいです。

Venusの忠義のｿﾛﾀﾞﾝｽ、まひるの時は腰をｸｲｯｸｲって
やってて可愛かったですよ。

ｴﾛくない感じで。（笑

小力さんのﾊﾟﾗﾊﾟﾗやったんですか???
わー。もっそい観たかったですぅー。

あの舞台はﾎﾝﾄ大倉担には最高の舞台ですよね。

真緒（＠和也）

ｽｲﾏｾﾝ。

昨日、結局ｽｶ☆J見た後、大奥を観てしまい、
DVDを見ないで寝てしまいました。
あ。F・T・O、借りたんだ???
おにぎし、もっそいいい曲だよねー。

今回入ってなかったんだけど「みかん」も

もっそいまひる的に好きな曲だから入ってなくてｼｮｯｸ。

うん。亀ちゃんの傷が深くなったらｲﾔだから

この話は終わりにしよう。

でもﾒﾝﾊﾞｰ全員愛せずKAT-TUN担とか名乗って欲しくないと思う。

真美さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

まひるもﾁｮｲﾁｮｲ現実逃避をします。

しまいにはふて寝です。（笑

最悪です。（笑

たちょ、ﾄﾞﾗﾏやるって話出てるんですか???
全然知りませんでした。（笑

また確実な情報が入ってきましたら



お知らせしますね。

とりあえず調べてみます。



2006.04.14 Fri 忠義と出会えて良かった。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

ﾃﾝｿﾝもっそい上げ上げの大倉担まひるですけどもー。

でも昨日のﾚｺﾒﾝ録音に失敗してﾍﾞｯｺｼなんですけど。

世の中良いことばかりじゃないなって思いました。（涙

あー。ﾚｺﾒﾝ聴きたかったー!!!!!!
録音してるからｲｲﾔと思って空（＠章大）と

のんきにご飯食べてました。

１週間ぶりの空たんです。

また空とｱﾎをさらしてﾃﾝｿﾝ上げ上げなのです。

２人揃うとﾎﾝﾄｱﾎな話しかしてない。

でもそれがｽｯｺﾞｲ楽しくて時間の過ぎるのも

忘れてしまう。

やっとP誌買ったよー。
エイトみんなむっちゃｶｯｺｲｲ。

あー。やっかしエイトが大好きだよぅ。

エイト担で良かったなぁって思う。

ﾒﾝﾊﾞｰ全員愛してるって言えるもんなぁ。

忠義の愛してるって意味とは違うけど。

相変わらず現実逃避してるし。（笑

仕事中にﾆﾔﾆﾔしてみたり、ほぼ変態。（笑

まひるって単純だなぁって思うもん。

ちょっとしたことでｽｯｺﾞｲ舞い上がってしまったりして。

だから演舞城の余韻に未だに浸ってるし。

めちゃくちゃ忠義、ｶｯｺﾖｶｯﾀしなぁ。

ﾔｯﾊﾞｲ。大好きだ。

大倉忠義が大好きだ。

こんな気持ちにさせてくれる忠義に感謝してるし、

幸せだなぁって思う。

そ、そ。



NARUTOの最新巻を買いました。
まだ読んでないんだけど

NARUTO最高〜。
漫画と言えば忠義がWebで言ってた漫画うちにあるよ。
「今日から俺は!!」はﾏｼﾞ面白い。
弟が好きで持ってるんだけど

まひるも中学生の時に読んで弟と２人で爆笑してた。

ﾏｼﾞね、ただのﾔﾝｷｰ漫画じゃないから。

なんか可愛い感じだから。

だから全然ﾔﾝｷｰ漫画嫌いな人でも読める漫画だと思う。

金髪の人と黒髪で髪立ててる人が主人公で

（ｽﾐﾏｾﾝ名前忘れました）

実写化も確かされてるはず。

森田まさのりさんの漫画は「ろくでなしﾌﾞﾙｰｽ」は持ってるんだけど

「ﾙｰｷｰｽﾞ」は読んだことないんだよね。

はい。漫画ｦﾀですみません。

断然少女漫画より少年漫画に詳しい大倉担まひるでした。

あ。それでね、今回はﾁﾝﾊﾟと男前さんの連載について

ｺﾒﾝﾄしたいと思います。

まひるも２人の意見に同意見ですね。

上手い下手かとかこれが正しいとか間違ってるとか

そんなの人それぞれの視点なので

一概には言えないのですよ。

音楽にしてみたら上手いとか下手とかって

いうよりも気持ちの問題だと思うし。

感情込めてどれだけ表現出来るかってことだと思うし。

ﾃｸﾆｯｸは持ってた方がいいとは思うけど

でもまひるにﾄﾞﾗﾑ教えてくれた人は

ﾉﾘを重視しろって教えてくれた。

ﾃｸﾆｯｸはもちろんあった方がいい。

なぜなら表現したい音があった時に

ﾃｸﾆｯｸがなかったら表現出来ないから。

でもﾃｸﾆｯｸっていうのはゆっくりじっくり身につけたら

いいとまひるも思う。

人それぞれ成長のｽﾋﾟｰﾄﾞは違うし、



歌だって上手い下手より味、個性の問題だとまひるは思うし。

ﾎﾝﾄ売れてる歌手が歌が全員が上手いかと言ったら

違うと思うし。

味、個性の問題だと思うよ。

だからすばるや章大の言ってることすごくわかるし。

芸術ってそうゆうものじゃないかなぁ。

何が正しいとか間違ってるとかはないと思う。

だから面白いんじゃないかなぁ。

まひるはそう思う。

今回は勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽはお休みします。
最近お休みばっかだね。

ｺﾞﾒﾝなさい。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

ｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.04.16 Sun 明日部長がー!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

明日、部長が来るんだって。

しかもその時間帯店長とまひるしかいないんですけどぉー。

ってことは必然的にまひる一人で店回すことに

なるじゃんかー!!!!!
最悪だ。

S氏遅れてくるとかすっとぼけてるし。
あ。今日J氏に会った。
たまたまお休みでこっちに戻って来てて

お店に遊びに来たんだけど

J氏なんかｶｯｺﾖｶｯﾀ。（笑
相変わらず面白いのぉー。（笑

あ。ｸﾛｻｷﾞ面白かったね。

あっという間に終わってしまって

来週が楽しみだなぁって。

やっかし山久萌えですよ〜。

話の内容も面白いし、

山久の七変化みたいなのも面白い。

でも山久は洋服着てる時の方が好きです。

脱ぐとｴﾗｲｺｯﾁｬなので。

ｸﾛｻｷﾞの本買おうかと思っちゃったよ。（笑

ｿﾛ曲も好きだし。

好きだけど「青春ｱﾐｰｺﾞ」の２番宣旨狙いすぎ。

それがちょっとなぁって思った。

つーか最近、Webで少ｸﾗの放送日を載せてくれないので
いつやってるのかわからず録画３週ぐらい出来てないんですけど。

でも次の収録のやつはエイトも出るから

そこだけは逃さず録画しないとね。



今日のやつもちょこっと出たらしいけど

忠義喋ってなかったみたいだし。

なんかどうもNHKさんには忠義は避けられてるような···｡
１度ﾄﾞﾗﾑ叩いててほとんど映ってない時があったから

あれ以来ちょっとしたﾄﾗｳﾏ。

なんかね、最近またﾈｯﾄする気が起きないのですよ。

ﾌﾞﾛｸﾞも何も書くこと浮かばないし。

ｽﾄﾚｽ溜まってるみたいだし。

まひるの直属の上司が替わったんですよ。

前は関西人の先輩だったんですけど

今は売り場経験のない人が格下げになって

売り場任されてるのですが

もっそいﾃﾝﾊﾟってばっかりの人で

しかも早口で何言ってるのかわからなくて

やりづらいったらないです。

一人でしゃべって一人で笑ってるの。（死

店で空回りしてる。（笑

先輩が懐かしいです。

まひるも明日、部長が来るからﾃﾝﾊﾟってるので

もう寝ます。

最近短くてｺﾞﾒﾝなさい。

書くことも特になくて。（涙

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

火曜日には書く予定でいます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


お待たせしててすみません。



2006.04.17 Mon 胸がいっぱい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

最近全然落ち着きのないまひるです。

このまま天に召されてしまいそうです。（笑

そのぐらいｿﾜｿﾜしてるし、

落ち着きないんだって。

仕事の時は全然普通なんだけど

家に帰って来るとこの状態。

仕事の時は一応ﾌﾟﾛ魂を見せてるんだけどね。（笑

恋する乙女まんまなんですけど。

大倉忠義に恋して早５年。

本気になって早２年。

こんなにﾏｼﾞになったことなどないぐらい

今、ﾏｼﾞなんだよね。

すっごい切なくて苦しくて。

恋って理屈じゃないんだって思った。

自分の忠義への想いが抑えきれないぐらいに

膨れ上がってしまって

すっごい大好きで。

元々すごく性格に波がある性格してるから

忠義への気持ちが小さな時もあるけど

今回はすごく大きくて胸がいっぱいで苦しい。

呼吸もままならないぐらい大好きで。大好きで。

苦しい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.04.18 Tue たっくん。変わりました。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

まず。まずね、ﾒﾛﾒﾛのたっくん。が変わりました。

なんかﾏｲﾎｰﾑに行ったら主みたいなのが

新しいﾒﾛﾒﾛ飼わんかのぉーって言ってきたので

ﾁｮﾛ毛のたっくん。とのお別れは寂しかったのですが

新しいﾒﾛﾒﾛを飼うことにしました。

名前は変わらずたっくん。です。

ﾖﾛｼｸねー。

ﾁｮﾛ毛のたっくん。とは涙のお別れでしたよー。

たとえﾁｮﾛ毛でも可愛いやつでした。（涙

なんか今日になってやっと自分っぽさを取り戻した感が

あるよ。

昨日までﾎﾝﾄ浮ついてたからね。

仕事休みで今日もﾌﾜﾌﾜしたような気持ちなのかな???って
思ったら案外ちゃんとしてて。（笑

やっぱりﾌﾞﾛｸﾞに自分の今の気持ちを書いたのが

良かったのかもしれない。

それでしっかりしなくちゃって気持ちが

強くなったのかも。

忠義ってﾎﾝﾄ魅力的な人だし、

その忠義に出会えたことが嬉しいし。

神様ありがとうと言いたい。

出会った形は違っていても距離は離れていても気持ちは

忠義のそばにいるよ。

常に一緒だと思ってる。

まひるの人生において忠義なしには

生きていけないぐらい大好きで。

心の支えだよね。

忠義がいなかったらｸﾞｽﾞｸﾞｽﾞに崩れていって

しまうと思う。



まひるが今、頑張れているのは

大倉忠義という人が支えになってくれてるから。

忠義の存在がすべてではないけれど

でも大きなものであることは確か。

つーか今日、部屋がもっそい暑いんですけど。

まひるの部屋の窓って南側にあってすぐ畑なんですよ。

だから網戸なしに窓なんて開けようものなら

もっそい虫が入ってくるから網戸なしに

窓は開けられないんですよ。

網戸壊れちゃってね。

最悪だ。

ｵｶﾝがよく換気をしろって言うんだけど

換気したいから網戸買ってくれ。

あー。今日も大奥の日だ。（ﾆﾔﾘ

絶対見なくちゃ。

ちなみに今の劇団演技者って誰???
ここ１ヶ月ぐらい見てないんだけど。

ｽｶ☆Jが終わってから大奥まで１時間ぐらい時間
あるんだよね。

その間、何してよぅ。

先週はﾊﾟｿいじいじしてた気がする。

今週もその手で。ﾗｼﾞｬ。

あ。そういえばﾏｯｷｰ（友井雄亮）芸能界引退したらしいね。

３月３１日づけでやめたんだって。

なんか２月ぐらいにｳﾙﾙﾝに出た時に

結婚したって言ってたらしいので

それでかなぁーって思って。

ﾏｯｷｰも結婚かぁー。

なんかまひるの元担とかも結婚してたりするのかなぁ。

なんかしてそう。（涙

返信に２５歳までに結婚したいって



書いてあって結構近いんだよね。

今年２４歳だから。

えぇー!!!!!
今年２４歳かよー!!!!
おののいてみた。

まひるの中では永遠の２０歳。

そこから時間が止まったまんまだから。

あー。普通に結婚してそう。

良いﾊﾟﾊﾟになってそう。（涙

今でも応援してるからね。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入ってくださったらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

真緒（＠和也）

ゆかさん（＠忠義）

しおりんさん（＠忠義）

はる（＠仁・亮）

真冬（＠忠義）

ななさん（＠忠義）

なつみさん（＠忠義）

あき（＠忠義）

あやさん

ﾊﾆｰ·ｳｰﾀﾝさん（＠亮）

ナナ美さん（＠亮・忠義）

りりかさん（＠忠義） 真緒（＠和也）
どんくさいことやってるから一向にDVDが見れません。（涙
そして今日はまた大奥です。（笑

また見れません。（切実

つーかWebで少ｸﾗの放送日をお知らせしてくれないので

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


３週ぐらい録画できてないのぉー。（涙

お知らせしてくんろ。

え???ﾏｼﾞで???
今ってﾒﾝﾊﾞｰ全員愛して担当名乗ってる人って

少ないの???
なんかまひるの中では当然だったんだけどなー。（笑

で、この間、ゆっちと上ﾌﾟのﾗｼﾞｵ聴こうと思って

ﾗｼﾞｵつけたら３分ぐらいでﾗｼﾞｵ壊れました。

っつーぐらいエイト担なのにKAT-TUNまで愛しちゃってる
まひるさんは何なんでしょうね。（笑

ゆかさん（＠忠義）

演舞城どうでした???
楽しめましたか???
まひるも楽日が近づいてきてﾜｸﾜｸしています。

エイトコンの城Hは相方が行くんですよ。
まひるはｻﾏｽﾍﾟまで大阪は我慢ですね。（涙

まひるも代々木のﾁｹ取れてましたよ。

なんか変な風に振り返られてましたけどね。（苦笑

まひるは基本的に好きになったﾕﾆやｸﾞﾙｰﾌﾟは

全員好きになるﾀｲﾌﾟです。

しおりんさん（＠忠義）

まひるは部活は中学の時がﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部で

高校が軽音楽部でｷﾞﾀｰとﾄﾞﾗﾑやってました。

ﾄﾞﾗﾑは高校に入る前からやっていて

１０年ちょっとになります。

部活は楽しいやつに入った方がいいですよね。

はる（＠仁・亮）

今年１８歳かぁー。

うらやましい。（切実

まひるは今年２３歳なんだけど

たちょより２つ上なのね。



で、来月たちょが２１歳になるでしょ???
でもまひるは秋生まれだから秋までは２２歳で

１歳しか年が離れないからそれが嬉しい。

だよねー。やっかし小指と小指をつなぐﾘﾎﾞﾝは赤だよねぇ。

なんかﾃﾞﾋﾞｭｰしてからﾌｧﾝになった人には負けたくないな

って気持ちあるよね。

自分の今までが否定されてしまうような気がして。

そう、それで先週のﾚｺﾒﾝ、ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ先生出てたじゃん???
録音ﾐｽりました。（涙

そんなわけで聴いてません。

ｼｮｯｸ!!!!!!

真冬（＠忠義）

真冬って本名なんだ???
ﾋﾞｯｸｼ!!!!!
ろくでなしﾌﾞﾙｰｽの真冬さんから取ったのー???
すごいすごい。

まひるの本名はｵﾄﾝから一文字譲り受けました。

忠義と同じﾊﾞｰｼﾞｮﾝです。（笑

代々譲り受けてる漢字らしいです。

「本気！」とか知ってるけど読んだことはないんだよね。

「静かなる首領」は確かｵﾄﾝが漫画持ってて

昔読んだことあるなぁ。

何気に面白いよね。

ななさん（＠忠義）

記号出るやつと出ないやつがあって

つーかほとんど出ないんですけどね。

だから最初の頃はﾉｰﾄに写してたんですよ。

でもさすがに８人分毎週はｷﾂかったです。（涙

あ。V６の岡田くんのﾌｧﾝだったんですか???
まひるは１０年ぐらい前に佐藤ｱﾂﾋﾛくんが好きで

その後相葉担になってって感じですかねぇ。

今年でｦﾀ暦１０周年です。



なつみさん（＠忠義）

ﾏｼﾞ、ﾚｺﾒﾝはｼｮｯｸでした。

久々にやっちゃった感がありますね。（涙

NARUTO、面白いですよね。
まひるも大好きです。

まだ３２巻読んでないですけど。（苦笑

なつみさんもﾄﾞﾗﾑ始めたんですか???
ﾄﾞﾗﾑ楽しいですよねー。

まひるも始めてから１０年ちょっとになります。

一応ｷﾞﾀｰもﾍﾞｰｽも出来るんですけど。

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞだけはどうしても無理でして。（笑

まひるもたちょにすっかりﾄﾞﾗﾑは追い抜かれてしまったんですけど

それでも自分なりに頑張って勉強したいなって

思ってます。

あき（＠忠義）

なんかたちょがﾚｺﾒﾝ出た時のやつもどこかに

しまい忘れてしまったし。

ちゃんと整理してないので最悪。

新撰組は弟がすごく好きだったなぁ。

まひるはどっちかというと源平の話が好きなので

たちょが弁慶の役やれてよかったなぁって思うよ。

あと源氏物語とかも好きなので

時代劇って面白いなって。

芸術って人それぞれだからね。

３２６とかも専門学校時代に「君の絵はﾀﾞﾒだね」って

言われてるけど

結局今、成功してるしさ。

だからﾎﾝﾄ、音楽も洋服も絵もいろんなことが

人それぞれだなって思うことたくさんあるよ。

きっとあきの学んでいくこともそうゆうことだと思うよ。

あやさん

あ。ﾒｰﾙ返してなくてｺﾞﾒﾝなさい。＞＜



ﾋｯｺﾘｰでいいと思いますよ。

でもぶっちゃけて言うと材質とか太さとか長さは

自分が握ってみて叩きやすいものが１番だと思うんです。

それで自分がﾄﾞﾗﾑを叩いてくうちに出したい音

例えばちょっと太い音とかだったり

そうゆう時に太さ、材質などこだわるとこですよね。

あとﾄﾞﾗﾑの楽譜は普通にﾊﾞﾝﾄﾞｽｺｱを買えば

１番下のとこにﾄﾞﾗﾑの楽譜ついてると思いますよ。

だから自分の好きなﾊﾞﾝﾄﾞの楽譜を買って

CDは持ってたらﾍﾞｽﾄですけど
持ってなかったらﾚﾝﾀﾙしてCD聴きながら
楽譜見ながら練習したらいいと思います。

ﾊﾆｰ·ｳｰﾀﾝさん（＠亮）

じゃ、早速タメ語で。（笑

まひるも呼びタメでいいよー。

たちょがﾇｲｸﾞﾙﾐ拾うとこめっちゃ可愛いよね。

ｸﾛｻｷﾞ面白かったよね。

でもあの山久のﾏｯﾁｮ姿はﾋﾞﾋﾞﾘまくりだったけど。（笑

CDもちろん買うよー。
何気に山久好きなので。

「ｱﾃﾝｼｮﾝﾌﾟﾘｰｽﾞ」今見てるよ〜。

彩ちゃんｶﾜﾕｽ。（笑

亮ちゃん見た!!!!!
なんかどうもまひるは上司に恵まれないみたいで。（涙

関西人の先輩の時は楽しかったんだけどね。

ナナ美さん（＠亮・忠義）

そうなんですよねー。

絶対手の届かない人なのにｽｯｺﾞｲ本気で

好きだったりして。

あ。でもまひるはそんな自分ｲﾔになったりはしないんですよ。

むしろそんな自分が好きだったりして。（笑

たちょを好きなことですごく自分磨きに

力が入るんですよ。



まぁ、どれだけ磨けてるのかは謎ですけど。（笑

でも頑張りたいなって思います。

りりかさん（＠忠義）

うーん。

まひるも手の届かない人に本気になったりして

ツライなぁって思うことあります。

でも笑顔で頑張って頑張れるというか

笑顔で頑張りたいって思ってます。

近づきたいって思いますけど

こればっかりはどうにもならないですよね。

でもそれでも自分がたちょを好きな気持ちというのが

大切な事実だなって思います。



2006.04.19 Wed 中国人ﾏﾌｨｱ???（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

また怖い夢をみました。

呪いかなんかの夢で。

そうゆうのｽｯｺﾞｲ苦手なのに。（涙

絶対そうゆう映画とかも見ないし。

かろうじて見たのが「ﾘﾝｸﾞ」ぐらい。

あれでいっぱいいっぱいだもん。（笑

「ｱﾃﾝｼｮﾝﾌﾟﾘｰｽﾞ」見た〜。

亮ちゃんの出だしっていつもあんなんよね。（笑

でもやっかしｼｮｰﾄｶｯﾄの上戸彩ちゃんがﾃﾗｶﾜﾕｽ。

なんか思ってたのとｷｬﾗが違うからびっくりした。

あー。そっち系のｷｬﾗなんだ???って。（笑
亮ちゃんｶｯｺﾖｽ。

１話目からﾀﾞﾒだしですか???って思ったし。（笑
まぁ、これからが楽しみですなぁ。

好み的には「ﾌﾞｽ恋」の方が好きですけど。（笑

でもだんだん森三中の人がﾌﾞｽに見えなくなってる

まひるは重症ですか???
なんか２週で見慣れちゃったよ。（笑

全然ﾌﾞｽじゃないし。

むしろなんか頑張ってる姿が可愛い。

ﾄﾞﾗﾏの思惑にﾊﾏってる???（笑
ｼｹﾞたん、男前だし。

ｼｹﾞたんって言えばWebの連載昨日やっと見たの。
面白い。

なんか大学の仲間に

「この学部ってNEWSの人いるんでしょ???」って
２人にも直接言われてしまうｼｹﾞたんのｵｰﾗの無さ。（笑

ある意味ｽｺﾞｲよ。

２人もｸﾘｰﾝﾋｯﾄさせちゃうんだから。



∞ﾚﾝｼﾞｬｰ以外でﾒﾝ愛の次に好きな連載となりました。
まひる、ﾎﾝﾄに英語が大の苦手だったので

ｼｹﾞたんのしゃべってる英語が最初の方しか

全然理解出来ず。

まひるの英語ﾚﾍﾞﾙってﾏｼﾞ中１級だから。（笑

なのに何を思ったか高校の時、文系に進んだからね。

今思えば絶対理系なのになぁ。

理数系の方が得意だったし。

今からやり直しがきくなら絶対理系に進むわー。

ｽｶ☆Jはまぁまぁかなぁー。
先週よりかは面白かったけど。

何が面白かったってすばるの「吸うたろか???」
ですけど。（笑

やっかし下ﾈﾀか!!!!!!
横山さんが赤ちゃんの時、全然お乳を吸わなくて

って話のくだりで「その頃から神経質か???」って
言われてたのもｳｹたし。

つーか今なら確実に横山さん進んで乳吸いにいきますよね???（笑
おっぱい好きそうだもーん。

ま、忠義に至っては自分からおっぱいが好きだと

言ってましたけどね。（笑

しかもおっぱい指定してましたよ。

まひるさんも人並みにええ乳持ってるんで

忠義さん、ﾖﾛｼｸ。（笑

何をﾖﾛｼｸしてんだ???（笑
恥ずかしいじゃないか。

あ。なんかこの間、病院に行ったら

５０代ぐらいのｵﾊﾞﾁｬﾝ２人が「夜王のNO.2よ〜。」って
言っててﾏｼﾞｳｹたんですけど。

まひるはあんまり夜王を見てなかったので

NO.２が誰なのか知らないんだけど
ｵﾊﾞﾁｬﾝ詳しすぎだよ。って思った。

きっとｵﾊﾞﾁｬﾝは必死になって夜王を見てたんだろうな。



それがﾏｼﾞｳｹる。

あとね、要潤ね。

「しゅうさん」って呼ばれてたじゃない???
あれがまひるにはどうしても中国人の苗字の「周さん」にしか

聞こえなかったんですけど。（笑

で、いつも周さんって誰???って思ってて
最後の方で要潤のことだと知って

あ。中国人じゃなかったって思ったの。（笑

なんか絶対中国人ﾏﾌｨｱか何かだと思ってた。（笑

どんなﾄﾞﾗﾏの見方だよ。（笑

つーか先週、ゆっちと上ﾌﾟのﾗｼﾞｵ聴こうと思ったのね。

で、ｺﾝﾎﾟの電源入れたら３分ぐらいで勝手にﾐｭｰﾄ

されちゃって。

でもﾐｭｰﾄ解除のﾎﾞﾀﾝがﾘﾓｺﾝにしかついてなくて

ﾘﾓｺﾝの電池切れでﾐｭｰﾄが解除できずにいたのね。

で、昨日電池買って来たからﾘﾓｺﾝで普通に電源

入れたらﾐｭｰﾄされてないの。

なんじゃそれって思ってみた。

まひるのﾎﾞﾛｺﾝﾎﾟなんて嫌いだぁー。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

ななさん（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）

真緒（＠和也）

ななさん（＠忠義）
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なんかね、まひるのﾊﾟｿも直接入力だと

記号みたいなの出てこないんだけど

辞書みたいなの呼び出して記号を１つ１つ探して

いくのね。

そうするといくつか記号は出てくるよ。

ﾊｰﾄとか電話のﾏｰｸとか。

なのでななさんもﾊﾟｿの説明書か何かを見て

記号の設定見てみるといいよ。

１０周年なんですぅー。

１３歳からｦﾀでした。

でも担当と呼ばない程度ぐらいの好きっていう気持ちは

もっと前からあったよね。

ちょっと憧れてますみたいなのは

小学校低学年ぐらいから光GENJIは好きでした。
ｦﾀになってからは１０年だけどね。

雑誌とかﾏｼﾞで１０年分ありますよ。

未だに。（笑

ｵｶﾝに片付けなさいって言われるんだけど

切り抜いてないやつが１０年分あります。

ｷﾝｷは５年分ぐらい交換しちゃったんだけどね。

だからたちょ、雑誌初登場からあるはず。

探してないからどれが雑誌初登場か

わからないんだけどね。（苦笑

りりかさん（＠忠義）

そうです。そうです。

ﾏｲﾅｽに見えるところにもﾌﾟﾗｽは潜んでいるのです。

まひるだってﾎﾝﾄの親には生まれてすぐ捨てられてしまったけど

でも今の両親に拾ってもらって

すごくありがたいなって思いますし。

何不自由なく育ててもらって

ﾎﾝﾄの親じゃないけどこれはﾌﾟﾗｽだなって

思えますもん。

たくさん笑って時には泣いて

感情豊かに生活することすごく大切だと思います。

前を向いて頑張りましょう。



演舞城、楽しんできてください。

真緒（＠和也）

簡単に担当とか名乗って欲しくないなぁ。

こっちは必死な思いで頑張ってるのに

簡単な気持ちでﾌｧﾝとか言って欲しくないよ。

ﾐｰﾊｰなﾌｧﾝもそのうち落ち着けば消えていくと

思うし、しばらくの我慢だよね。

でもいろいろな話聞くとやっぱｲﾔだなって思う。

あー。今日ﾘﾓｺﾝの電池入れ替えたら

普通にﾗｼﾞｵ入った。（笑

なんだよ、それって思ってみた。

そんなわけで今日はﾗｼﾞｵ聴けそうでーす。



2006.04.20 Thu たーだーよーしー!!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

お昼寝満載の大倉担まひるですけどもー。

∞ﾚﾝｼﾞｬｰの忠義の分をﾊﾟｿに写そうと
思ってたら結局お昼寝しちゃったよ。

で、今やっと３つだけ写した。

忠義、文章長いから大変だよー。

しかも絵文字多いし。

ﾊﾟｿの絵文字何が出るのかまだわからないやつとか

あるから後でﾊﾟｿ見てみようー。

つーかまひるの移転したﾌﾞﾛｸﾞ、

新しい「One　Way」がﾔﾌｰの検索で引っかかるように
なりました。

まだ読んでない方でお時間ある方は

ﾘﾝｸも貼ってあるのでﾘﾝｸのとこ見て

飛んでくださいねー。

一応書いてる内容はここと違います。

結局エイトのことと忠義のことだけどね。（笑

まぁ、楽しく書いてますので

ﾖﾛｼｸお願いします。

今日、午前中雨だったけど

午後から晴れたね。

全く寝てて気づかなかったけど。（笑

ﾏｼﾞお昼寝全開!!!!!
よく食べよく寝るがﾓｯﾄｰなので。（笑

だから太るんだけどね。（苦笑

つーか最近は自分でも気づいてたのね。

人の倍ぐらい食べてたから絶対太るなぁって。

だからその気づいた分を減らそうと思ってね。

特別にﾀﾞｲｴｯﾄってわけでもないんだけど



食事の量を人並みに戻して

後、運動したりとかそのぐらい。

それで少しづつ胃を小さくしていくのが

無理ないﾀﾞｲｴｯﾄかなって。

無理すると絶対ｽﾄﾚｽでﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞするからね。

なんか役者さんとかって役作りで

ﾀﾞｲｴｯﾄしたりするじゃない???
あれはｽｺﾞｲなぁって思う。

あとﾎﾞｸｻｰとかね。

まひるも頑張ります。

じゃ、久々にやりまーす。

勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ!!!!!

渋谷すばる様

１０年かぁー。

すばるも今年で２５歳になるんだねー。

なんか全然信じられないぐらいすばるは可愛らしくて

好きです。

ちょっと神経質な部分も含めて好きです。

まひるもそうだから。

妙なとこで神経質だったりするんだよね。

今回のすばるの文章ってすごく良いこと

言ってるよね。

すばるって時々ｽｯｺﾞｲ人の良さが出てくるよね。

エイト全員に言えることだけど

みんなすごい良い人達の集まりなんだなぁって思う。

そんなエイトが大好きです。

２０年後も３０年後もそう言い続けていたい。

内博貴様

ﾋﾟﾛｷのヒナちゃん風が読めないのがもっそい残念。

生のﾋﾟﾛｷを見なくなってから２年目に突入しました。

２年目って!!!!!って自分で書いてて思った。



ﾘｱにﾋﾟﾛｷがいるエイトを知らない子も

いるんじゃないかなぁって思った。

寂しいことだ。

でもまひるはいつまでも待ってるし、

エイトメンもそう思ってると思う。

早く完全色で会いましょう。

８色揃ったエイトで。

錦戸亮様

ｳﾌﾟﾌﾟ。

亮ちゃん、ヒナちゃん風に苦戦。（笑

まひるもそう思うよ。

十人十色だと思う。

だから人からいろんな刺激ももらって

新たな自分が見えてくるんじゃないかなぁって思う。

まひるも自分を貫き通していきたいと思う。

まひる道を究めたい。

人の良い部分は学びたいと思うけど

でもあくまでも福原まひるという部分を曲げたくない。

そう思う。

爆笑
[:ハート:]ﾝﾏｧって!!!!!（笑
粘ったって!!!!!
そんな錦戸亮の小細工なんぞに騙されませんよ。

どんだけWebを見てると思ってるんじゃ。
まひるの粘り勝ちってことで。（笑

丸山隆平様

まだ↑までのﾒﾝﾊﾞｰと忠義しか読んでないけど

丸ちゃんが１番ヒナちゃんから遠い気がした。

いや、たぶんﾎﾝﾄはヨコだと思うけど。（笑

だってヒナちゃんはそんな四季折々のことなんて

書かないもん。（笑

あー。京都も盆地なんだよねー。

まひるの住んでるところも盆地だから



夏めっちゃ蒸し暑いし、冬寒いし。

夏はﾎﾝﾄｲﾔだなって思うけど

山梨の冬は慣れた。

最初は夏も冬もなんじゃこりゃって思ったけどね。（笑

今まで京都って秋にしか行ったことなくて

春とかすっごい気持ち良さそうって思う。

ぜひぜひ円山公園のしだれ桜を見てみたいものです。

え???そういや、まひるってしだれ桜って見たこと
あったっけ???
あるような気がするんだけど忘れました。

痴呆が始まってるんでお許しを。（笑

安田章大様

章大ｳﾏｲ!!!!!
ヒナちゃんっぽい。（笑

章大がエイトメンに出会えたことを

感謝するのと同時にまひる達ﾌｧﾝもエイトに

出会えたことに感謝しているよ。

ﾒﾝﾊﾞｰ全員が仲間想いで優しくて人柄が良くて

なかなかそんなｸﾞﾙｰﾌﾟってないと思うんだ。

ｵﾚﾝｼﾞのつなぎって!!!!!（笑
基本的に今ぐらいの赤ちゃんって前開きのつなぎじゃないかと

思うんですがー。

章大のお姉ちゃんとこは違うのかなぁ???
そんなわけでぜひ次は赤ちゃんの服装を写ﾒってくだﾊﾟｲ。

大倉忠義様

つーかいつもﾚﾝｼﾞｬｰは忠義から読むんだけど

こんなことになってるのを全く知らなかったので

最初は普通に読んでたんだけど

途中から

え???これヒナちゃんじゃないの???
でもｴﾛ発言は忠義しかしないしって思って

とりあえずヒナちゃんの連載を見ることに。

そこで種明かしがあって



あー。ヒナちゃん風なのねーって思って

で、忠義に騙された!!!!!って思った。
あー。こんな安易なことで騙されてしまうなんて

まひるも忠義道甘いなって思いました。

ちなみにどこで騙されたかというと

「ﾆｰﾄ同然やったと思ってる。」の

一言です。（笑

あとは全然忠義だったんだけどなぁ。

なんか悔しいなぁ。

あと忠義、ﾄﾞｲﾂ行きたいなんて思ってないでしょ???（笑
滝沢演舞城、残り５日頑張ってください。

楽日には観劇に行きます。

ﾛﾏﾈのとこがﾒﾄﾞﾚｰになったって聞いたんで

楽しみにしてます。

でも空（＠章大）とも言ってたんだけど

あんまりﾛﾏﾈの安売りをして欲しくないのです。

やっかしあれは特別な曲だから。

だからコンとかの最後に聴いてｼﾞｰﾝとするっていうのが

すごく好きだったから。

もうきっとﾛﾏﾈを聴いて感動することもなくなって

しまった気がする。

大切な曲はﾎﾝﾄに大切にして欲しい。

あー。はい。

たまってるんですね???（笑
それはきっと今の大倉忠義の本心ですよね???（笑
ぱいぱい(・)(・）

ずーぇーったい言うと思った。

村上信五様

ヒナちゃんのWebは硬いけど
でもヒナちゃんらしさが出ててまひるは好きだよ。

十分今のヒナちゃんの伝えたいことが出てるし、

まひるは８０％は理解してるつもりだよ。

ちなみに後の２０％は後半ね。（笑

あー。でもまひるは後半もヒナちゃんらしくて

好きだなぁ。



だからヨコみたく投票が出来るとしたら

たぶん続けてにﾒｰﾙすることでしょう。

ヒナちゃんのﾌﾗﾝｸな部分は他のとこで

ﾁﾗﾎﾗ垣間見れるから全然今のまんまのヒナちゃんで

いいと思うよ。

横山裕様

なんだぁー。

ヨコはヒナちゃん風をやらないんだね。（笑

絶対ヨコには無理だなって思ってたんだけどね。

つーかヨコはヨコらしくだね。

えぇー。今回でﾀｯｷｰと食事に行くの何回目???
演舞城の間に結構行ったよね???
横山さんおごりの焼肉とかもあったみたいだけど。（笑

でもやっかしほぼ滝様おごりなのかなぁと

思ったりする。（笑

もう少しで楽日だね。

それが終わったらエイトコンだし、

今きっと忙しいと思うけど

ヨコの面白発言に期待してます。

じゃ、今からまた忠義の∞ﾚﾝｼﾞｬｰをﾊﾟｿに写す作業に
入ります。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

みずき（＠章大）

あき（＠忠義）

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


真冬（＠忠義） みずき（＠章大）
じゃ、早速呼びタメで。（笑

まひるのことも全然呼びタメOKなんで!!!!!!
あー。分かる分かる。

ｦﾀ誌とか買う時ね。（笑

前に某書店で４０代ぐらいのﾚｼﾞのｵﾊﾞｻﾝに

「誰のﾌｧﾝなの???」
って聞かれたことあるよー。

「関ジャニ∞ですけど。」って言ったら
「ｱﾀｼは亀。なんでも聞いて。」って言われた。（爆笑

４０代のｵﾊﾞｻﾝにｱﾀｼは亀とか言われたくなーい。（笑

しかもひっそりこっそり応援してるなら

わかるけどｱﾋﾟるなって感じだよね。（笑

ﾏｼﾞで???月刊Songsそんなに良いんだ???
それは注文してよかったなぁ。

本屋から電話があるのが楽しみだよー。

やっぱ本もたまには冒険して買わないとﾀﾞﾒだよね。

いつも同じやつばっかじゃ。

あき（＠忠義）

怖いの高いの狭いの大嫌いなんだよね。（笑

子供みたいでしょ???（笑
ﾎﾗｰ映画なんて絶対映画館で見れないよ。

あの音にﾋﾞﾋﾞらされてしまうもん。

だからどうしても見ろって言われたら

毛布に包まって音をすっごい小さくして

毛布のすきまから見るの。（笑

わー。ﾎﾗｰ映画の醍醐味が何もない。

ｱﾃﾌﾟﾘの彩ちゃん可愛いよね。

髪がｼｮｰﾄでちょっととんがった感じの彩ちゃんが大好きなんだ。

亮ちゃんも男前だったし。

これからが楽しみだよね。

でも思った。

また相武さんって亮ちゃんのこと好きな役なんだね。

なんかそうゆうのも珍しいよね。（笑

ｱﾃﾌﾟﾘのﾎﾟｽﾀｰ聞いてみたら???



でもたくさん聞かれてそう。（苦笑

あー。良かったー。

あきもｼｹﾞたんの英語分からなかったんだ???
まひるだけなんだろうなって思ってた。

ﾎﾝﾄそのぐらい英語が嫌いで。

全然勉強もしてなかったし、

英語の先生もすごい嫌いで

授業が苦痛でしかなかったよ。

あ。須賀さんかぁー。

須賀さんの顔は分かるんだけど

ﾎﾝﾄ視力悪いからTVとか全然見えなくて
どれが須賀さんだったかもわからずー。（涙

そ。そ。前から気になってたんだけど

あきの好きな寺島進さんが誰なのかわからずー。

気になってるので今度どの人か教えてください。

真冬（＠忠義）

静かなる首領は映画も見たことあるなぁ。

あと中山ﾋﾃﾞちゃんがﾄﾞﾗﾏやってなかったっけ???
あー。そんなのｽｺﾞｲ昔過ぎて誰もわからないかも。（笑

なんかまひるって子供っぽい記憶とかって

あんまり残ってないのね。

誰とこんなことして遊んだとか。

でもTV番組とか音楽のこととか漫画のこととか
もっそい覚えてるのね。

これがまひるの意味分からないとこなんだけどね。（笑

だからたぶんすごい子供にして生意気な子供だったと

思うよ。

でも真冬って名前ｶﾜﾕｽ。

うらやましいよー。



2006.04.20 Thu ｼﾞｬﾆｰｽﾞ解析機。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目の登場大倉担まひるですけどもー。

なんかｼﾞｬﾆｰｽﾞ解析機というのがあったので

ﾘﾝｸ貼ります。

面白いのでやってねーん。

こちら。

ちなみに

福原まひるを解析してみると

福原まひるの51%は玉露で出来ています
福原まひるの38%は大倉忠義で出来ています
福原まひるの9%は村上信五で出来ています
福原まひるの2%は横山裕で出来ています
ってゆう結果が!!!!!!（笑

つーか玉露って!!!!!
ｵｲﾗはお茶かよ!!!!!
で、まぁ気にせず下へいくと

３８％は大倉忠義で出来ています。

ﾉｰｰｰｰｰｰｰﾝ!!!!!!
わかってらっしゃる。（笑

で、よくわからなかったのが

その下の２つですよ。（笑

ヨコヒナで出来てるらしいです。

まひるさん。

ってことはまひるはお茶とエイトで出来てるってことか!!!!!

ﾏｼﾞでか?????
ということで一応報告でした。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

http://seibun.nosv.org/maker.php/johnnys/


気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.04.24 Mon いよいよ明日。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ちょっとﾌﾞﾛｸﾞお休みしててｺﾞﾒﾝなさい。

あまりにも仕事で疲れてしまって

しんどかった。（涙

ちょんまげ女にｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞ言われるしさ。

ﾏｼﾞね、あの頭を注意しない上司は絶対おかしい。

まひるが言ったろかー???って思うもん。（笑
ま、それで明日、朝早いのでお仕事早退して

来まして。

１９時にあがってお風呂入ってご飯食べて

今やっとﾌﾘｰﾀｲﾑ。

明日はいよいよ演舞城の楽日。

行ってきます。

４日に観に行ってからどんな風に城が変わったのかを

観るのも楽しみだし、

空（＠章大）と会えるのも２週間ぶりで

嬉しい。（笑

つーかどんだけ一緒に居たいんだって話ですよねー。

毎日です!!!!!
ﾏｼﾞね、毎日一緒に居ても飽きないの。

疲れないし、飽きないし、

むしろ楽しいし。（笑

一緒のﾍﾞｯﾄﾞに寝れちゃう人達ですから!!!!

ﾚｽﾞじゃねーよ。
ﾚｽﾞだと誤解されてそうな人が１人いるんだよね。

「ﾎﾝﾄに仲良いねー。」って遠い目をして

言っていたあなたです!!!!（笑
ま、ここなんて見てないと思うけど。

誤解です!!!!!
何言っちゃってるんですか???
男の子大好きですから!!!!!



可愛い男子のみ受付ます。（笑

つーか昨日、「行列」を見てたのよ。

小泉孝太郎くん、ｶｯｺﾖｽ!!!!!
ﾏｼﾞ可愛い。

ﾎﾞﾝﾎﾞﾝだし。

そこかよ!!!!!
でもｱﾃﾌﾟﾘの孝太郎くんには萌えっとしないのよね。

軽い役だからねー。

「初体験」の時の孝太郎くん可愛かった。

あの時はｵﾀﾞｼﾞｮｰをｷﾓｲと思ってた。

あの後くらいからかなぁ。

ｵﾀﾞｼﾞｮｰ好きになったの。

なんか初体験の時ってちょっとｽﾄｰｶｰっぽかったじゃん???
ｵﾀﾞｼﾞｮｰ。（笑

それが無理だった。

いつもへんな帽子かぶってたし。（笑

ﾃﾗﾜﾛｽ。

つーか演舞城の写真ﾀﾞﾌﾞって買わないように

今持ってるやつ確認してみたんだけど

やっぱり忠義、ｶｯｺﾖｽ。

なんかよく分からないんだけど

なぜか白ｽｰﾂのやつにもっそい萌え萌えするの。（笑

他にも可愛い写真はたくさんあるのに

１番好きなのは白ｽｰﾂなんだよね。

あ。でも白虎隊の時のやつも

めちゃ好きなんだけど。

ﾏｼﾞなんであんな男前なんだ。

大倉忠義、男前!!!!!
最高。

次に会える時まで頑張ろう。

ってもう次のこと考えちゃってるの???（笑
明日楽日観に行くのに。（笑

なんか前回会ってからいろんなことがあって



忠義のことが自分の中でｱｯﾌﾟｱｯﾌﾟの状態になってて。

今は仕事でｱｯﾌﾟｱｯﾌﾟなんですけどね。

じゃ、寝ます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

水曜日にまとめてやります。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.04.25 Tue 漫喫から。

こんにﾁﾊﾟ。

大倉担まひるですけどもー。

ただいま漫喫にいます。

千秋楽を観るのにまだ時間があるため

とりあえずいつものｺｰｽです。

隣で空(@章大）がｺﾝﾀｸﾄと奮闘してました。（笑
ﾏｼﾞｳｹる。（笑

それでもって空が前髪ばっかﾌﾞﾗｼでとかしてて

それがもっそい気になる。（笑

だから空の前髪ﾍﾟﾛってまくってみたら

禿げたｵﾔｼﾞ級のﾃﾞｺが出てきたので

可哀想になったのでしまってあげました。（笑

空、ｺﾞﾒﾝ暴露しちゃった。（笑

で、今は隣でﾗﾌﾞ☆ｺﾝを読んでます。

まひるの空観察日記でした。（笑

つーか今使ってるﾊﾟｿがｷｰﾎﾞｰﾄﾞがもっそい小さくて

使いづらいったら極まりない。

３０ｾﾝﾁぐらいの大きさしかないの。（涙

ﾐｽﾀｯﾁばっかりでｽｺﾞｲ時間かかってます。

ちなみに今日の昼ご飯はﾊｯｼｭﾄﾞﾋﾞｰﾌでした。

意外と安くていい感じ。

足が伸ばせないのが残念だけどね。（苦笑

さっき銀座をｳﾛｳﾛしてたら

歩き方が安田章大さんにそっくしな人発見!!!!!!!（笑
ﾏｼﾞね、顎をあげて歩く感じとかﾏｼﾞそっくしだし。（笑

髪型とか服装も似てて空と爆笑。

顔はたぶん違うと思うんだけどね。（笑



顔までは見なかった〜。（涙

ちょっと見てみたかった。（笑

空が寝てしまったので退屈してます。

実はまひる、ﾌﾞﾛｸﾞ書くのにもっそい時間

かかるんだよね。

すでに漫喫にきて３時間は経つもん。（笑

最初はｼﾞｬﾆｰｽﾞ成分分析とかやってて

２人で笑ってたんだけどね。

で、実はもうﾊﾟｿ飽きてきてます。（笑

あ!!!!!
そういや、ｸﾛｻｷﾞにどっぷりﾊﾏってます。

先週の慶ちゃんのｱｶｻｷﾞのやつとか

ちょっと泣けたもん。

もっそいｸﾛｻｷﾞカッコいいし。

いつも本屋でｸﾛｻｷﾞの本見て買おう悩む。

あ。本って言えばまだ月刊Songsが入荷したって
電話がかかってこないんだけどぉー。

なんかみんなｽｺﾞｲいいって言うから気になって

仕方がないんだよね。

今日か明日ぐらいに電話ありそうだと

思ってるんだけどね。

明日だったら休みだし、本屋にすぐ行けるし。

あ。今からｿﾆﾌﾟﾗに行ってきます。

じゃ、また帰ってから。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽは明日やります。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.04.26 Wed 千秋楽おめでとう!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

滝沢演舞城、

千秋楽おめでとうございます!!!!

千秋楽観て来ましたー!!!!!
なんかね、また忠義の成長発見。

なんか４日に観に行った時はちょっとｶﾜｲｺちゃんｷｬﾗが

入ってたんだけど今日観たら完全に弁慶になりきって

ました。

声もちゃんとお腹から出てて

威厳ある感じで頑張ってるんだなって思った。

ヨコもすっごいお腹から声出てて

めちゃ声張ってた。

すっごい大きい声出てたもん。

忠義のｱﾄﾞﾘﾌﾞの部分も一段と面白くて

めちゃ笑った。

楽はﾏｯﾁさんと植草さんとﾊｾｼﾞｭﾝが来てて

観えなかったんだけど

ﾏｯﾁさん達のことを「今日は敵が多いですなぁ。」って

弁慶が話ふってて義経が矢で射れって言ってて

弁慶が「目もあったことがない大先輩でござるよ。」

って言ってて結局矢で射ってました。(笑
ﾏｯﾁさんとかはちゃんとﾘｱｸｼｮﾝとってくれたみたいなんだけど

弁慶が「ﾊｾｼﾞｭﾝもいます。」って言って

射れってやっかし言われて

射ったけどﾊｾｼﾞｭﾝはﾘｱｸｼｮﾝなかったっぽい。（笑

妙な動きとかしてて忠義絶好調。

ﾏｼﾞ会場大爆笑でした。

で、最後にﾏｯﾁさんと植草さんがｽﾃｰｼﾞに上がって

ﾏｯﾁさんがﾀｯｷｰに花束渡してました。

で、ﾏｯﾁさんから来年も演舞城決定しましたと



発表が。

で、終わって外に出る時、

ｼﾞｬﾆｰさん見ちゃいましたけど

何か???

めっさｶﾞﾝ見されましたけど

何か???
まひるはね、ﾀｯｷｰの演じる部分で好きなのは

「MASK」と「滝の白糸」と「男の花道」。
あとはもちろん義経。

また弁慶が死ぬ時号泣しちゃったよ。

あと弁慶が死ぬ前の義経のｾﾘﾌとか

義経の最後とか泣き所満載。

ﾎﾝﾄに何度観ても素晴らしい舞台で

ｽｯｺﾞｲ楽しかったよー。

いろんなことに興味も持てたし、

実り多き舞台となったなと思います。

で、ｿﾆﾌﾟﾗに行ったんだけど

もっそい可愛い蝶のﾍｱｸﾘｯﾌﾟがあって欲しかったんだけど

２７００円ぐらいして。

めっさ貧乏なまひるには買えませんでした。（涙

でもAKARENGAに行ってﾘｻとｶﾞｽﾊﾟｰﾙｸﾞｯｽﾞ発見。
ｽﾄﾗｯﾌﾟと携帯画面保護ｼｰﾄとﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝを買いました。

ま、そんなわけで蝶のﾍｱｸﾘｯﾌﾟより

ﾘｻとｶﾞｽﾊﾟｰﾙのｸﾞｯｽﾞを選ぶｱﾝﾎﾟﾝﾀﾝです。

それで演舞城で追加された忠義の写真を買いました。

ﾄﾞﾗﾑ叩いてるやつがもっそいｶｯｺｲｲの。

結局全部で１５枚になりました。

わー。ﾊﾟﾈｪよ。（笑

でもｳｷｳｷだぁ。

忠義のたくさんの表情が見れて嬉しいよ。



ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽは明日やりまーす。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.04.26 Wed 大倉忠義級。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんかね、右手のしびれがとれないんですよ。

しかもﾄﾞﾗｲﾌﾙｰﾂ食べてたら奥歯の銀歯が取れるし。

散々ですよ。

明日、朝一で歯医者行かなきゃなぁ。

うー。歯医者行きたくないよぅ。

と駄々をこねてみる。

地団駄踏んでもﾀﾞﾒですか???
あー。そうですか???
歯医者行ってきます。

つーかあまりにも暇なのでお布団の中に

入ってたらまた寝てしまった。（笑

１５時に起きたばっかなのに。

昨日、結局寝たの朝の６時だったんだよね。

それなのに本屋からの電話で起こされるし。

いや、今日辺りかかってきそうとは思ってたけど。

ま、結局また寝たんだけどさ。（笑

なんかどうも東京帰りってﾃﾝｼｮﾝ上がってて

すぐには眠れないらしい。

大阪帰りはさすがに疲れてるから眠れるけど。

大阪は夜行ﾊﾞｽだからね。

そりゃ、大倉忠義級に寝ぼけますって!!!!!
まひる最大の寝ぼけは夜行ﾊﾞｽの中で

空（＠章大）相手に発車ｵｰﾗｲの指差し確認をしたことです。（笑

たぶん寝言もかなり言ってるはず。

さすがにご飯食べたあとに

「お腹減った〜。」とは言いませんけど。（笑

そんなこと言ってるのは大倉忠義さんだけですって!!!!!
ま、そんなとこも含めて可愛いなって思うんですけどね。

自担ﾊﾞｶで申し訳ない。



あー。今、ちょうど「Venus」がかかってるんですけど
忠義の振りがめっちゃｶｯｺｲｲんだよね。

なんかちゃんと腰が入ってるから。

あとね、昨日、千秋楽の時に

ﾀｯｷｰが最後にもう１曲って言ったのね。

それがもう大爆笑。

横山さんと大倉さんはその曲の振りを知らないのね。

だから曲が始まった途端にヨコが挙動不審になって

前に居たのにどんどん後ろに下がってしまって

手拍子ももっそい小さくなってって。（笑

そのヨコがめっちゃ可愛かった。

でも途中で何かが吹っ切れたらしく

手を左右に大きく振ってました。（笑

ちなみに大倉さんはというと

ｽﾞで前で適当に合わせてました。（笑

ちなみにまひるもその曲を知らなかったのですが。(笑
もうﾎﾝﾄ横山裕最高です。

そんな横山裕ももうすぐ２５歳ですね。

つーか２５歳に見えないよねー。

昨日、ﾏｯﾁさん見た時も思ったんだけど

ﾏｯﾁさんも４１歳でしょー???
全然見えない。

やっかしｼﾞｬﾆｰｽﾞ事務所ってすごいなって思う。

ｼﾞｭﾆｱの子とかもやっかし一般に混じったら

全然光ってるし。

ｵｰﾗが出てるよね。

とそんな話を帰りに空としてました。

さっきご飯食べてたらｵｶﾝが

「昨日は滝沢演舞城観に行ったの???」って言うから
おののいてみた。（笑

だって何も言ってなかったのにさー。

で、「何で知ってるの???」って言ったら
「お母さんも行きたかったから。」って。



しまったー!!!!!
ｵｶﾝは無類のﾀｯｷｰ好きだった!!!!!
で、ご飯食べながらｵｶﾝのどんだけﾀｯｷｰが好きかの

力説を聞いていました。（笑

ｵｶﾝ、ｺﾞﾒﾝねー。

今度は一緒に。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽは後で出来たらやります。

今、眠くて。（苦笑

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.04.28 Fri 歯医者行ったぁー。（涙

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、歯医者行ってきたよー。

なんか簡単に終わると思ったら全然。

しかも小さい虫歯まで発見!!!!!
虫歯の治療は終わったんだけど

奥歯が半分折れちゃってる状態で。

だからまた土台から作り直さないとならないらしくて

火曜日にまた来てねって言われたんですけど!!!!!
１時間もかかっちゃったよー。

そんなわけで後最低３回ぐらいは行くな。

あー。もう歯医者嫌い。

先生はもっそい優しくて良い先生だけど。

あ。今日ね、ｵｶﾝの若い頃からのお友達が遊びに来てて

８年ぶりぐらいに会ったよ。

ｽｯｺﾞｲ面白いｵﾊﾞﾁｬﾝでさ。

気取ったとこがないからまひるは大好きなんだけど。

兄ちゃんの結婚式以来だから８年ぶりぐらいだと

思う。

ｵﾊﾞﾁｬﾝ全然変わってなかった。（笑

つーか久々にほんじゃに見ましたぁー。

途中からだったんだけど

料理のやつで忠義が髪結んでるのって割と最近だよね???
今まで半年ぐらい遅れてやってたんだけど

なんかどうやら違うっぽい。

ヨコもﾒｯｼｭ入ってるし。

あ。で、雑誌買ってきたの。



気になるとこをﾁｪｯｸ。

TVｶﾞｲﾄﾞの章大の唇の下の傷、顎のひげ。
（乙女がひげなんてー。）（笑

ヨコの太り具合。（笑

ﾐﾆｶﾌﾞﾄを頭に乗せてる時の

忠義の王子っぷり。（笑

そこは褒めるんだ???（笑
どこまでも自担に甘いまひるさん。（笑

ヒナちゃん髪型変えないで欲しかったー。

TVｶﾞｲの髪形めっさ男前なのにぃー。
ま、そのぐらいかなぁ。

すばるの髪型見るのも怖いけど

でもこの間までのｵﾊﾞｻﾝﾊﾟｰﾏよりは良いって聞いたから

ちょっとほっとしてる。

でも今１番ｷﾚてるのはﾛﾏﾈのｼﾝｸﾞﾙｶｯﾄかな。

ﾛﾏﾈはﾗｲﾌﾞでの曲として大切にして欲しいと思ってたし、

ｱﾙﾊﾞﾑに入って演舞城とかでもﾒﾄﾞﾚｰとして

歌われてしまって

その流れにすごく苛立ちを覚えて。

もっと曲を大切にして欲しい。

ｼﾝｸﾞﾙみたくたくさん歌って欲しい曲とﾗｲﾌﾞの最後に歌う曲は

違うでしょ???
エイトにとってもﾌｧﾝにとっても

ｽｺﾞｸｽｺﾞｸ大切な曲だよね。

「大阪ﾛﾏﾈｽｸ」って。

せめて博貴が戻ってきてからとか

何か手立てはなかったのかなぁ。

と思う今日この頃。

でね、Webでのｼｹﾞたんの連載ですよ。
あれﾏｼﾞで面白くて毎日笑いながら読んでる。

最近笑ったのは学校での中国語の授業の話。

発音練習して最後にｼｹﾞたんが先生に指されて

ｼｹﾞたんが発音披露しちゃうやつ。



ﾏｼﾞ面白いって!!!!!
だからみんなも読んでね。（宣伝かよ!!!!!
中国語の発音なんてやったことないから

全然まひるには想像つかないだけど

めちゃめちゃ面白かった。

ｼｹﾞたんの文章力にﾃﾗﾜﾛｽ。

あと慶ちゃん班とｼｹﾞ班で上寿司をおごってもらった話も

ﾏｼﾞ笑った。

あー。あれだけ面白いこと書ける人になりたいです。

エイトだとすばるとか丸とか忠義とかヒナちゃんの

文章が好きかなぁ。

最近全然ﾌﾞﾛｸﾞ書く気がおきてないから

少しは周りを見習おう。

と思う今日この頃。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みしてます。

ｺﾞﾒﾝなさい。

急ぎの方はﾒｰﾙください。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.04.29 Sat 忠義のｽﾃｨｯｸになりたい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

甥っ子から電話かかってきて本の付録作って欲しいから

早く帰ってきてと言われて

寄り道もせずまっすぐ帰ってきて

ご飯食べて１時間かけて付録作ったってばよ。

ﾎﾞｳｹﾝｼﾞｬｰのﾋﾟｽﾄﾙね。（笑

今日は甥っ子、うちにお泊りなんだって。

で、明日お昼からﾃﾞﾊﾟｰﾄに買い物に行くらしい。

お土産買ってきてくれるらしいから

楽しみにしてよう。

美味しいものがいいなぁ。

あくまでも腹ペコ大臣なまひるなのであった。

あ。昨日ね、本屋に行ったら友達に会って

雑誌数冊持ってるのがみつかって

「そういえばまひるちゃんってｼﾞｬﾆｰｽﾞ好きだったよね???」
って聞かれて「うん。今でも好きだけど。」

って言ったら持ってる雑誌見られて

「関ｼﾞｬﾆ???」って言われました。（ｱﾊﾊ

ﾊﾞﾚちょるがな。
ついでに

大倉忠義です!!!!!
って言った方が良かった???（笑

ｱﾋﾟりたいんかい!!!!!
あー。もう誰のﾌｧﾝと思われてるかと思うと

そっちの方が気がかりで。（笑

だから

大倉忠義です!!!!!って言えば良かったような。（笑
どうしてどの人って聞いてくれなかったんだ!!!!!
気になるじゃねーか。



なんか絶対亮ちゃんとか思われてそう。

不満かよ!!!!!
不満じゃないけど納得はいかない。（笑

亮ちゃんｺﾞﾒｰｰﾝ!!!!!＞＜
結局ｱﾋﾟりたいんですよ。

巷に大倉忠義の存在を。

だってめっちゃ男前じゃないですかー。（笑

まひるから見たらｼﾞｬﾆｰｽﾞの中でも５本の指に入るぐらい

男前で。

ちなみにまひるの中でのNO.１は森田剛くんですけども。（笑
あとは順位は特にないんだけど

光一くん、つよ、佐藤ｱﾂﾋﾛくん、忠義。（笑

何気に年上好きなまひるでした。（笑

自分でもちょっと意外。

忠義だけ年下なんだね。

まぁ、気にするな。

あ。でも最近ﾏｯﾁさん好きなんですけど。（爆笑

「行列」に出て南海ｷｬﾝﾃﾞｨｰｽﾞのしずちゃんと

ﾃﾞｰﾄした時がもっそいかっこよくて。（ｷｭﾝ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞってすげぇなって思った瞬間でした。

大人の男って感じがしてすごくｽﾃｷだった。

あー。でも翔くんも好きだし、岡田くんも好きだなぁ。

木更津ｺﾝﾋﾞ何気に好きなんだよなぁ。

一緒にやっさいもっさいを踊りたい。（笑

あー。もうそんなﾁｬﾝｽもないんだ???
ｶﾞｯｶｼ。

結局まひるの５本の指はどこに行ってしまわれた

んでしょうか???（笑

そ。そ。ﾃﾚｶﾞｲの表紙の忠義、右手人差し指にしてた

絆創膏はがして写ってるでしょ???
あの傷がもっそい気になって。

時々ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞとかやってるでしょ???
最初は太鼓のﾊﾞﾁが当たるからなのかなぁって

思ってたんだけど

最近そうばかりとは言い切れずに



すごく気になるんです。

もし忠義にひとつだけ質問できるとしたら

それを聞きたい。

ちなみに演舞城の時は忠義のﾄﾞﾗﾑじゃなかったんだよね。

忠義はいつもYAMAHAのﾄﾞﾗﾑ使ってるけど
演舞城ではﾊﾟｰﾙのﾄﾞﾗﾑ使ってたし、

ｼﾝﾊﾞﾙもｸﾗｯｼｭもｼﾞﾙｼﾞｬﾝじゃなかった。

あれは誰のﾄﾞﾗﾑ???
ﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑの時はYAMAHA使ってたけど。
ちなみにまひるのﾏｲﾄﾞﾗﾑはﾊﾟｰﾙだったんだけど。（笑

今は部屋が狭くなったのでﾄﾞﾗﾑは持ってないんだけど。

でもひっそりこっそりｽﾈｱのﾊﾟｯﾄﾞだけ買おうかと思ってます。

忠義もｽﾈｱのﾊﾟｯﾄﾞだけ楽屋で使ってたよね。

ｽﾈｱだけでもあると違うもんね。

今は練習はもっぱら膝なんでねー。（笑

ちなみにまひるの宝物は

尊敬する某ﾐｭｰｼﾞｼｬﾝの方から頂いた

練習用のﾄﾞﾗﾑのｽﾃｨｯｸなんですけど。

だからもし忠義がまひるに何かひとつだけ

くれると言ったら

愛をくださいって言う。（撲殺

じゃなくてﾄﾞﾗﾑのｽﾃｨｯｸくださいって言うな。

妙に現実的じゃね???（笑
って全然現実的じゃないんですけどぉー。

実際問題そんなことはあり得ないんで。

言うだけ言っておけ。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちうです。

お急ぎの方はﾌﾟﾛﾌのとこにﾒｱﾄﾞ載せてるんで

ﾒｰｳ倉ﾊﾟｲ。



2006.04.30 Sun 大倉忠義には甘甘。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

お疲れどすぅー。

甥っ子からﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷのお土産が買ってありました。

可愛いやつめ。（笑

でも今日はﾏｼﾞ疲れた。

もうね、３日連続で働くのが限界。

火曜日は歯医者があるから

ゆっくりも寝てられないしね。

あ!!!!!
火曜日歯医者行ったら次再来週まで歯医者行けない。

そんなんで大丈夫なのか???
歯医者全部でいくらかかるんだろう。

すでにこの間５０００円使ったしなぁ。

常にﾁｮﾋﾞﾝ（超貧乏）のまひるだからなぁ。

なんかこのｼﾞｬﾆｦﾀ貧乏地獄から抜けたいですわ。

またいきなし飛び出ないとならない時も

あるだろうし。

まぁ、追々考えていきます。

所詮O型なんで。（笑

あ。つーかF・T・Oのｸﾞｯｽﾞ何も当たらなかったんですけど。（笑

あ。ｽﾞですか???
携帯ｸﾘｰﾅｰが当たって欲しいと切に願ってたんですけどね。

ﾘｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞは別にー。（笑

またそこもｽﾞですか???
基本ｽﾞですから!!!!!

あーぁ。

もうすぐエイトコン始まるって言うのに

コンの予定何も入っていない自分にむかっ腹。



（代々木は行けるけど）

周りがすごく羨ましくて切ないでおま。

名古屋は全然気にならないの。

問題は城Hですよ。
次、城H行く時はﾋﾟﾛｷが帰って来てからって
決めてるんだけど

それも結局は行けない自分への言い訳だし。

とか思うとむかっ腹。

なんかもうｲﾔだ。

ふて寝してやろうかな。

ま、ふて寝ｹﾃｰｲなんですけどね。

しばらくまひるに城Hの話はしないように。（笑
わー。心せまっ!!!!!
ふてくされ度１２０％なんで。

しかも関係ないけどNEWSｺﾝの今回のｸﾞｯｽﾞが
可愛くて欲しいと思ってしまったｦﾀですけども。

山久のやつが欲しい。

ｸﾛｻｷﾞ効果なのかかんなり山下智久萌えですけど。

まひる、黒髪推進委員だからね。（笑

いつから!!!!
ちなみにたちょに至っては

黒髪でも茶髪でも金ﾊﾟでもﾒｯｼｭでもﾛﾝ毛でも短くても

ｵｰﾙOK!!!!!
なんでも似合っちゃうから。

出た出た。

自担に甘甘な福原まひる。（笑

もう疲れたから寝るっちゃ。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちう。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


お急ぎの方はﾒｰｳでどぞ。



2006.05.01 Mon ﾊﾞﾝﾋﾞ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は暑かったですね。

仕事に着て行く服に困ったもん。

外は暑いけど店の中は涼しいもんね。

つーかね、さっきご飯食べながら

ｵｶﾝが１週間の楽しみが「おいしいﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ」だって言ってて

「お母さんねー、ﾊｾｷｮｳが前はあんまり

好きじゃなかったんだけどあのﾄﾞﾗﾏは面白い。」って。（笑

つーかｵｶﾝ、どこで「ﾊｾｷｮｳ」なんて言葉学んだんですか???
で、しきりに小出くんの名前を聞くｵｶﾝ。（笑

「ごくせんに出てたじゃん。」って言ったら

どうやら納得したらしい。

ﾏｼﾞｵｶﾝとの会話は面白い。

「ｽﾏｽﾏ、今日のｹﾞｽﾄは誰???」とか聞いてくるし。
おのれはいくつじゃ!!!!!（笑
ま、そんなｵｶﾝが可愛いんですけど。（笑

あー。明日、歯医者だ。

土台作るだけだから痛いことは

全然ないんだけど

家から歯医者が遠いんだよね。

っていつも通院してる病院とは逆方向だけど

でも何気３０分くらいかかるし。

うちの近くにも歯医者がないわけじゃないんだけど

怖いからいとこが紹介してくれた

今の歯医者に行ってる。

確か山梨に来てすぐ歯医者に行かなくちゃならなくて

たまたま遊びに来てたいとこに

連れてってもらったんだよね。



で、結局１年に数回は通院してるね。

だから先生もよく知ってるし。

やっぱ病院って通いなれたところが１番いいよね。

ｵｶﾝとかに前はよく鬱で通院してる病院が

遠いから近場の病院に変えなさいって

言われたんだけど

やっかし近場だと知り合いとかに

会っちゃうのもｲﾔだし、

気心知れた先生の方がいいよね。

病気が病気だし。

つーかﾒﾛﾒﾛのたっくん。に手が生えました。

ﾏｼﾞ可愛いです。

あのたっくん。の種類のやつはあと羽が生えた姿しか

見たことがないので楽しみなんだよね。

しかも今、結構大きいし。

最初、ﾏﾒみたいに小さかったのにね。（笑

空（＠章大）も新しいﾍﾟｯﾄ飼い始めたみたいだし。

あ。今日から演舞城のｸﾞｯｽﾞ販売Webで
やるんだよね。

なんか写真のﾌｧｲﾙが欲しいんですけど。

あのｷｬﾋﾞﾈ判の写真のｱﾙﾊﾞﾑって

なかなかなくて保存に困るからﾌｧｲﾙ買おうと思って。

後でWeb見て注文しておこ。
なんか楽日の日に写真買おうと思ってﾚｼﾞに

並んでいたのね。

そしたら前の人が７３００円とか買ってて

すっごい買うなぁとか思ってたんだけど

そういやまひるは前回８０００円使ってたんだった。（笑

自分のｦﾀ加減に気がついてなかったよ。（笑

あー。そろそろここのﾃﾝﾌﾟﾚどうにかしようと

思ってるんだけどﾈﾀがない。



素材も全然集めてないし。

今日は頑張ってﾈｯﾄﾏﾝやって素材探そうかなぁ。

でもたぶん眠いんだな。（笑

最近早寝なんだよね。

３時前には寝てるもん。

早くて１時。

ご飯食べて少しｺﾞﾛｺﾞﾛして

ﾌﾞﾛｸﾞ更新して寝るだけだから自分の時間って

２１時あがりの時はほとんどないんだよね。

１７時あがりの時はゆっくり出来るけど。

自分の時間はじっくり使いたい派なんだよね。

自分の時間がないともっそいｽﾄﾚｽ溜まるんだよね。

だから例えば週２日休みで２日とも出かけるとか

誰かと会うってゆうのは無理なﾀｲﾌﾟ。

どっちかはゆっくりｺﾞﾛｺﾞﾛして過ごしたい派。

昔は出かけてばっかいたけど。（笑

毎週、空んちお泊りしてたのにねー。（笑

ﾈﾀなしなのでこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明日やりたいと思いまーす。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.05.03 Wed ｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞでｺﾞﾒﾝなさい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

GWなんて関係ないぜーの大倉担まひるですけども。

昨日は仲良しの丸ちゃんとご飯食べてたんで

結局帰ってきたの深夜２時過ぎで

そのまま寝てしまったよ。

丸ちゃんとは時々会ってご飯食べてる。

昼間会う時の方が多いんだけどね。

丸ちゃんは子供達に英語教える仕事してるんだよね。

ｲｷﾞﾘｽにも留学してたことあって

なんかそんな丸ちゃんの生き方がｶｯｺｲｲなぁって

思うんだよね。

自分の好きな道を自分で開拓して

自由に伸び伸びと仕事しててｽﾃｷだなぁって思う。

まひるはもっそい型にはまるのが大嫌いで。

でも今すごく型にはまった仕事してるから

ツライんだよね。

まひるも丸ちゃんのような生き方をしたいって思う。

早く東京に戻ってﾊﾟﾀﾝﾅｰの仕事が出来たらいいなって

思う。

今は全然無理だけど。（涙

そんなわけで丸ちゃんから少しﾊﾟﾜｰをもらいました。

丸ちゃん、まひるも夢実現まで今の仕事で

頑張るよ。

なんか城H行けないからって凹んでる場合じゃないし。
でも時々ｦﾀ卒しようかなぁって思う時がある。

それはちろり（＠亮）がﾌﾞﾛｸﾞやめた理由と

すっごい似てるんだけど

ﾌﾞﾛｸﾞやってたら頑張って何もかも行かないと

ﾀﾞﾒなのかとか、人と必要以上に絡むことが多いから

嫉妬とかもするし、そんな自分がすごくｲﾔだし。

ｺﾝや舞台に行けないのはあなただけではない。



まひるだって同じ思いをすることたくさんあるし、

悔しいのはあなただけではないはず。

むしろ射程距離にあるのに行けないことだって

あるし。

ﾂﾗｲのはあなただけではないです。

と、ここを見てたらそう思ってください。（意味ﾌﾟ

あなたが思ってる程まひるも自由にやってる

わけではないのです。

ﾂﾗｸ悲しいこともたくさんあるのです。

ここでは言えないけど。

しばらくﾌﾞﾛｸﾞお休みするかも

しれません。

城Hが終わった頃戻ってくるかも。（笑
すぐじゃん!!!!!って思った???
そんなまひるのことは気にせずエイトのみなさんは

ｺﾝｻｰﾄ頑張ってください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

精神状態不安定のためお休みしてます。

ｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞでｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.05.04 Thu ｹﾞｰｼｰ。

こんにﾁﾊﾟ。

元気復活してしまった大倉担まひるですけどもー。

いやね、やさぐれてたんだけど

昨日空たん（＠章大）からﾒｰｳきて

ｸﾞｯｽﾞ買ったよって言われて嬉しくて

舞い上がってもうた。

それで元気復活なんですけどーぉ。（笑

単純すぎてﾊﾞｶだよね。

ﾊﾞｶだもーん。

しかも今日、ｱﾏｿﾞﾝで買った荷物届くかも

しれないし。

午前中に来るかもとかﾊﾘｷﾘ隊で待ってたけど

どうやら夕方っぽいよ。

しかもﾒｰﾙ便だからﾎﾟｽﾄを時々見に行かないとならないし。

ｶﾞｯｸｼ。
ﾊﾟｿ関係の本なんだけどね。

どうやらやっと勉強する気になったらしい。

つーかそれでﾊﾟｿに顔文字が１ｺも入ってなかったから

探してやっとそれも入れた。

前使ってた時はATOK使ってたから
ATOK用の顔文字だったんだけど
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟさせる際にATOK入れ忘れたら
入らなくなっちゃってね。

それでIME2002なのよ。
顔文字もあんまり使わなくなっちゃったんだけどねー。

▽｀llllll)
と一応使ってみる。（笑

つーか今日、暑くないですか???
足の裏とか暑くて布団の冷やっこいとこ冷やっこいとこ



探して寝てるもん。

あ。今日ね、元祖仁担の友達（事務所に入った当初の）が

KAT-TUNｺﾝ行くらしいよ。
さっきﾒｰﾙが来た。

その友達は途中からｦﾀ卒してお笑いにいっちゃったんだけどね。

もったいないなぁって思ったけどね。

最近の仁はどうやらよく知らないらしいんだけど

２年ぐらい前にたまたま交差点でお笑いの人達と一緒に居たら

仁と聖とゆっちが来てﾋﾞﾋﾞったって言ってた。（笑

なので仁ちゃんが腰をｸﾞｲﾝｸﾞｲﾝ回してること

なんぞ知らないらしい。

今日見て激しく驚いてくれ。（笑

つーかｹﾞｰｼｰ（ｼｹﾞ）はﾎﾝﾄに良い文章書くなぁ。

NEWSの活動休止についてもすっごい良いこと
書いててｹﾞｰｼｰってﾎﾝﾄ仲間思いなんだなぁって思ったし、

ﾌｧﾝ思いなんだなって思った。

ｼｹﾞ、慶ちゃん、ﾔﾏﾋﾟｰ、ﾃｺﾞ、ﾏｯｽｰ、亮ちゃん、

みんな今自分のやるべきことを最善のﾍﾞｽﾄを尽くして

頑張れ。

みんな復活を待ってるから。

そしてﾋﾟﾛｷとﾉｯﾃｨは自分の行動をしっかり

反省してみんなを待たせた分頑張って欲しい。

それはエイトのﾒﾝﾊﾞｰとしても言えること。

ﾋﾟﾛｷもいろいろ頑張ってるみたいで

大人になったエイトの末っ子ﾋﾟﾛｷに会えるの楽しみ

してるね。

また後で第２弾書きます。

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

あき（＠忠義）

真冬（＠忠義）

なつみ（＠忠義）

沙羅さん（＠忠義）

ゆりえさん（＠忠義）

あやさん

しおりんさん（＠忠義）

かずさん（＠忠義）

フゥ太さん（＠忠義）

みずき（＠章大）

りりかさん（＠忠義）

ナナ美さん（＠亮・忠義）

ちろり（＠亮）

まおさん（＠忠義）

はる（＠仁・亮）

瑛子（＠忠義）

色葉ちゃん（＠忠義） あき（＠忠義）
丸の追伸部分ってｽｯｺﾞｲ良いこと書いてるよね???
まひるも丸のあの部分でｽｯｺﾞｲ救われること

たくさんある。

まひるもﾋﾟﾛｷのﾍﾟｰｼﾞは必ず開くよ。

ﾋﾟﾛｷの白いﾍﾟｰｼﾞを見ながらｺﾒﾚｽしてるもん。

やっかしｱｸｾｽ数とかｶｳﾝﾄされてるのかなぁ???とも
思うしね。

それで少しでもみんなの気持ちが伝わればいいなって

思ってる。

うー。ｱﾝﾌｪｱは１話ぐらいしか見たことないから

全然濱田ﾏﾘの恋人役が誰だかわからにゃい。

しかもBOSSの浅野忠信のCMは覚えてるけど
一緒にいた人の顔が思い出せない。

重症らしいです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ﾎﾝﾄｺﾞﾒﾝ。

あきも玉露が半分以上かぁー。

まひるも５０％は大倉忠義で出来てる自信あるんだけどなぁ。

どんな自信だよ。

ﾊﾞｽﾛｰﾌﾞ姿のﾀｯｷｰに萌え。

見てないけど。（笑

ﾏｯﾁさん、あまりにもｶｼﾞｭｱﾙな服装で来てて

よく見えなかったんだけど

黄緑のﾍﾞﾛｱのﾗｲﾀﾞｰｽｼﾞｬｹｯﾄみたいなやつで

最後に舞台に出てきた時、まひるも、相方も風ﾎﾟﾝが

出てきたかと思ったの。（爆笑

そしたらﾏｯﾁさんだった。（笑

真冬（＠忠義）

あ。ﾔｹﾄﾞって跡に残った???
まひるね、高校生ぐらいの時にﾊﾞｲｸから降りて

ｽﾀﾝﾄﾞ立ててってとこでﾏﾌﾗｰに弁慶の泣き所（弁慶と言いたいだけ）

をｼﾞｭってやって泣く程熱かったのね。

で、それからもう６年ぐらいたつんだけど

そこだけ皮膚が生まれ変わらないんだよね。

皮膚が死んじゃってるの。

ｼﾞｬﾆｰさんで出来てたの???（笑
まひる、楽日におもっきしｼﾞｬﾆｰさんに遭遇しちゃったよ。

元気そうだった。（笑

なつみ（＠忠義）

木村拓哉、多すぎ!!!!!（笑
９％がｹﾞｰｼｰかぁ。

ちょっとｹﾞｰｼｰが羨ましいらしい。（笑

世界のｼﾞｬﾆｰさんに遭遇しちゃいました。（笑

友達も気づいて２人で吹き出しそうになりました。

M誌買いましたよー。
あのｱｲﾄﾞﾙ∞はｽﾙｰで。（笑
なかったことに。

お祭り∞のエイトが大好きです。



沙羅さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

９１％中居くんですか???（爆笑
それはそれでおいしいと思います。

しかもその下には風間さんのお名前が!!!!!
おいしすぎます。沙羅さん。

ゆりえさん（＠忠義）

媚びって!!!!!（爆笑
約８０％以上を媚びと小山慶一郎で出来てるんですか???
ﾅｲｽです。ゆりえさん。

演舞城の簡単ﾚﾎﾟ楽しんでいただけましたでしょうか???（笑
忠義似の人とかいるんですねー。

もしかしてたちょの弟とか???（笑
たちょの１ｺ下の弟さんってたちょよりも背が高くて

ｶｯｺｲｲって聞きますよね???
ちょっと見てみたいです。

あやさん

うーん。まひるはﾄﾞﾗﾑの教則本を買ったことがないんですよ。

教則本ってどれも似たような感じだと

思うので自分で見てわかりやすいやつ買って

後はお店の人に聞いて教則DVDとか教則ﾋﾞﾃﾞｵとか
買った方がいいと思います。

あ。ﾊﾟｿにﾒｰﾙ返せばいいんですか???
後で返しておきます。

しおりんさん（＠忠義）

８０％も微妙さなんですか???（笑
ちなみに玉露は「ぎょくろ」って読みます。



お茶の種類ですね。

まひるも小学生の時、「家庭科ｸﾗﾌﾞ」に入ってましたねぇ。

たぶんそこがまひるの原点だと思うんですけど。

ﾏﾌﾗｰ編んだりｾｰﾀｰ編んだりしてましたねぇ。

ﾊﾟｼﾞｬﾏも作ったし、料理もやったし。

その頃が１番楽しかったかもしれませんね。

かずさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。演舞城観に行かれたんですね。

そうですね。

まひるもたちょとｷﾞﾌﾞｱﾝﾄﾞﾃｲｸの関係で

居られたらいいなって思ってます。

たちょにたくさんの刺激を与えてもらって

その刺激をまたたちょに返すことが出来たらいいなって

思ってます。

少しでもたちょに自分流の恩返しが出来たらいいなって。

あ。全然かまいませんよ。

むしろこちらこそ仲良くしてください。

これからもﾊﾞﾝﾊﾞﾝ絡んでください。

フゥ太さん（＠忠義）

お久しぶりです。

フゥ太さんは半分以上が岡田くんで出来てるんですね。（笑

岡田くんが入ってるってことは森田剛くんも

存在するってことですよね???
なのになぜまひるの中に剛つんは入ってなかったのー???（涙

みずき（＠章大）

道路を挟んで向こう側を歩いていたので

章大似の人は顔まで確認出来なかったんだよねー。（涙

でも歩き方はそっくしだった。（笑

丸に似てる人とかﾘｱﾙにいそう。（笑



昨日の「ｻﾙﾁﾞｴ」ﾏｼﾞ爆笑だったよね。

またエイトメン出て欲しいなぁー。

あー。うちのばあちゃん章乃（あきの）って言うの。

もう亡くなっちゃったんだけどね。

だからﾊﾝﾈを「まひる」にするか「章乃」にするか

迷って「章乃」だと安田担と間違えられそうだから

まひるにしたんだよね。

だからｵﾄﾝも章の字つくし。しかも章大のﾊﾟﾊﾟとうちのｵﾄﾝ

誕生日一緒だし。

月刊Songsのﾛﾏﾈのｽｺｱってﾋﾟｱﾉなんだね。
でもｺｰﾄﾞが書いてあったから

ｷﾞﾀｰ練習してみようかな。

りりかさん（＠忠義）

まひるも相方もめっちゃ号(┳◇┳)泣でしたよ。（笑
弁慶の最後と義経の最後はﾎﾝﾄ何度見ても

号(┳◇┳)泣ですよ。
無事に楽日を迎えられて良かったですよね。

うちのﾏﾏﾘﾝに何で連れてってくれなかったの???
ってかなりﾌﾞｰｲﾝｸﾞくらいましたけど。（苦笑

ﾏﾏﾘﾝ、無類のﾀｯｷｰﾌｧﾝなんですよねー。

ナナ美さん（＠亮・忠義）

最初と最後の方ではだいぶ演出も違ってたみたいですね。

まひるは４月に２回だったので

３月も行きたかったよねって相方と話してました。

挙動不審な横山裕、最高でしたね。

来年はぜひﾏﾏﾝも連れてってあげたいなと

思ってます。

ちろり（＠亮）

まいどー。（笑

お久しぶりですなぁ。

ちろたん、元気にしてるぅ???



だーよーねー。

ﾛﾏﾈのｼﾝｸﾞﾙｶｯﾄはどうかと思いますよね???
まひるもちろりの意見に賛成だよー。

ﾗｲﾌﾞでしか聴けない幻の曲にして欲しかった。

そしたら今はﾗｲﾌﾞに行けない子でも

いつかﾗｲﾌﾞに行けることになった時に

聴いて感動して欲しいし、

自分もﾗｲﾌﾞに行った時に今日も無事にﾗｲﾌﾞが終わったーって

いう達成感みたいなのを味わえるもんね。

ﾎﾝﾄ曲をもっともっと大切にして欲しいと思います。

ｺﾒﾝﾄｻﾝｸｽ。

まおさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうですよね。

ﾛﾏﾈは良い曲だし、みんなに聴いてもらいたいって

気持ちも分かるんです。

でもﾗｲﾌﾞでしか聴けない名曲のままでも

良かったのではないでしょうか???
今は聴けない人もたくさんいるかと思いますが

まおさんが学生の時に味わったように

きっといつかﾗｲﾌﾞを観に行った時の

感動ってすごく大きなものだと思うんです。

そんな曲が１曲ぐらいあってもいいと思うんです。

なのに演舞城の楽日を観に行った時に

「好きやねん、大阪。」とﾒﾄﾞﾚｰにされてた時は

さすがに腹が立ちましたね。

もっともっと大切にして欲しいなって思いました。

でもきっとまたﾛﾏﾈを越える名曲が出来上がってきた時は

ぜひその曲を守っていきたいなって思います。

はる（＠仁・亮）

ｼﾒｼﾒ。（笑

忠義も着実にﾌｧﾝ増やしてんな。（笑



ｵﾘｽﾀお取り起きしてもらったまんま

まだ取りに行ってないから

ヒナちゃんがどんなﾎﾟｰｽﾞしてたのかは

わからないけど

でもヒナちゃんはご様子がおかしいですもん。（笑

たまにｸﾞﾜｰって目を見開いてる時あるし。（笑

まひるも２２歳にして献血したことねぇー。

弟は修学旅行の記念に北海道で献血してきたらしいけど。

そんな弟にも劣るまひるですけどもー。

はぅ。そういや元彼がヨコと誕生日一緒だった。

安田くんはねぇ、乙女の皮をかぶった珍獣だからなぁ。

「F・T・O」の出だしですよ。
最初全然誰が歌ってるのかわからなくて

結局出した答えが消去法。

あ〜。やっすんかぁー。って。（爆笑

相方に怒られたけど。（笑

ﾚｺﾒﾝ、今日は聴くどー!!!!!（笑

瑛子（＠忠義）

お久しぶり〜。

ｹﾞｰｼｰの連載ﾏｼﾞ面白いよね???
かんなりﾊﾏった。

慶ちゃんのﾒﾝ愛も面白いし、

文才のある人って羨ましいよね。

まひるもたくさん本読んで少しは勉強しなくちゃー。

色葉ちゃん（＠忠義）

お久しぶり〜。

ﾘﾝｸ変更了解しますた。

前のやつも残しておくんでしょ???
お気に入り登録しといたからﾁｮﾛっと覗きにいきます。

また絡んでねー。



2006.05.04 Thu 出生の秘密。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日2回目の大倉担まひるですけどもー。

つーか本が届かないんですけどぉー。

えー。明日ぁ〜???
明日はお仕事ですたい。

しかもｸﾛｻｷﾞがあるからゆっくりﾊﾟｿ出来ないしなぁ。

GWだから配送も遅れてるのかなぁ。
最悪だ。

GWなんて病院もお休みだし、あちこちお休みだし、
自分は仕事あるし、良い事なんてないｽﾞﾗ。

これでエイトにさえ会えてたら···（遠い目

まぁ、いいや。

今回行けないのは仕方のないことだし。

また行ける時にはじけたらいいんだって。（笑

はじけるんですか???姉さん。

むしろいつもはじけてますけど

何か???

あ。しもた。

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ買ってくるの忘れた。

今日はﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄにしておいて

明日ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ買ってこようー。

もしくはｵｶﾝのやつ借りてしまおう。

うち家族全員が違うﾒｰｶｰ使ってるんだよね。

それぞれこだわりがあるらしい。（笑

つーかｵﾄﾝのこだわりって何???（笑
ｵﾄﾝ教えてくんろー。

ｺﾞﾙﾌなんて行ってる場合じゃなかとです。

教えてくれろ。



つーか火曜日、ｽｶ☆Jも見ずに寝てしまったのね。
そしたらすばちゃんのNEWﾍｱｰ見損ねた。

ちっ。
今週末の少ｸﾗで見れるのかな???
なんかでもすばー、頭がかゆいからｴｸｽﾃもう取りたいみたいな

発言してたらしいじゃん。（笑

ちなみにこれは確か昨日の１部での発言らしい。

なんかそう言われるとまひるもｴｸｽﾃつける根性ないんですけど。

だって髪ｶﾞｼｶﾞｼ洗いたいもん。

そんなわけで頑張って地毛伸ばしまーす。

縮毛矯正かけて８ヶ月ぐらい頑張れば大丈夫だよね。

おっしゃ。おっしゃ。

それじゃ久々にやります。

勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ!!!!!

渋谷すばる様

全ての命に歌います。ってすごく良い言葉だね。

ｼﾞｰﾝとしました。

手を合わせ祈ろう。

天高く強く信じ祈ろう。

そこには綺麗な花が咲く。

号(┳◇┳)泣!!!!!!
やっかしすばーが好きだ。

すばちゃんのその繊細なとこが好き。

やっかしすばちゃんは歌姫だよね。

エイトの歌姫。

代々木で会おうね。

内博貴様

ﾋﾟﾛｷはﾋﾟﾛｷの今出来ることを精一杯頑張ってるんだね。

偉いと思うよ。

何もしないでただ黙々と生活してるんじゃ



やっぱﾀﾞﾒだよね。

今のﾋﾟﾛｷの生活は正しいと思うよ。

誰かに言われてなのか自主的なのかは

知らないけどでも今ﾋﾟﾛｷに出来る精一杯のことだよね。

奉仕の気持ちを大切に。

頑張れ。ﾋﾟﾛｷ。

錦戸亮様

亮ちゃんの生い立ちｼﾘｰｽﾞ第２弾始まったね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞに入るとこから始まるんだね。

そこが１番興味あるとこっていったら

あるとこだよね。

亮ちゃんは丸のこと覚えてるんだね。（笑

章大や忠義の印象とかも聞きたいんだけどなぁ。

つーか丸ちゃんってその当時男前だったっけ???（笑
ﾌﾞｻ○ｸじゃなかったけど男前でもなかったよ。

あー。今全国の丸担を敵にまわした。

つーか何度聞いてもｳｹるのが丸の２回目のｵｰﾃﾞｨｼｮﾝだよね。

丸ちゃんらしいってゆーか。（笑

亮ちゃんのｿﾌﾄﾓﾋｶﾝが今までで１番覚えてる

亮ちゃんの髪型かなぁ。

あれもっそい可愛かった。

丸山隆平様

エー。
丸ちゃんのわけわかんない文章なんて

いつものことだし。（笑

謝っておきながらまた現実逃避の旅なんかに

でちゃってるし。

丸ちゃんってば!!!!!（笑
丸ちゃんの追伸部分いつもそうだなぁーって

思って読むこと多いよ。

忘れていた頃、丸ちゃんの心のお薬が運ばれてくる。

そんな丸ちゃんが大好きだ。



安田章大様

章大が珍しく乙女じゃないーっっ!!!!!
付いてこいよって言ったよー。（笑

乙女の皮をかぶったﾁﾝﾊﾟﾝｼﾞｰのくせに。（笑

最近このﾈﾀ好き。（笑

まひるは代々木まで観ること出来ないから

章大の言った言葉を思い出しながら

代々木に挑むよ。

大倉忠義様

もうﾎﾝﾄ姫なんて言ってくれるの

忠義だけだから!!!!!（笑

あ〜ぁ。
でもいつか忠義の姫になりたいです。（撲殺

まひるも楽しみやわぁあ!!!!（忠義風）
あー。忠義はｱｲﾄﾞﾙしちゃったのかな???
もっそい気になるぅ〜。

でもﾄﾞﾗﾑで意外なとこから出てきたって話は聞いた。

なんか悔しいからﾚﾎﾟなんて１ｺも読んでないのよ。

今のとこ読むつもりもないし。

大丈夫。忠義。

今の子はきも〜いなんて言わないから。

ｷﾓｽって言うから。
相変わらずﾀｯｷｰに染まってますなぁ。（笑

なんかよっぽど嬉しかったんだろうね。

でもﾎﾝﾄ忠義がｼﾞｬﾆｰｽﾞに入った当初の

ｼﾞｬﾆｰｽﾞｼﾞｭﾆｱって言えばﾀｯｷｰがﾒｲﾝだったからね。

きっとｼﾞｭﾆｱみんなの憧れの人だったんだと思う。

だから忠義の気持ちすごく分かるよ。

殿との交流大切にね。

せっかく可愛がってもらえる機会があったんだから。

で???なぜに文章が途中っぽく終わってるの???
寝ちゃった???（笑



村上信五様

まひるも思うんだけど

人の生き方に間違いがないのと一緒で

ｺﾝｻｰﾄにもこれが失敗とかはないんじゃないかなぁ。

こうゆう部分もあるんだよってゆう

今現時点でのエイトの形、村上信五の形だよね。

だから人によって感じ方は違うかも

しれないけど

こうゆうのもありだなって思えるものだったら

いいよね。

１日３回公演はｷﾂｲと思うけど

ぜひぜひ頑張ってください。

楽しみにしています。

横山裕様

ｺﾝｻｰﾄに全力で頑張っているヨコにｴｰﾙ!!!!!
今日はﾚｺﾒﾝで応援しちゃいます。

怪我なく病気なく明日の大阪最終日を迎えられますように。

今日は、お客さんが来てまして。

１０年ぶりぐらいに会うｵﾊﾞﾁｬﾝで。

そのｵﾊﾞﾁｬﾝがまひるを今の家に引き取らせてくれたとのこと。

最初はおじいちゃんとおばあちゃんがすごい

反対してたんだって。

でも説得してくれたのが今日来てるｵﾊﾞﾁｬﾝで

ﾎﾝﾄの親には会ったりしてるの???
って聞かれたんだけど

全然会ってないんだよね。

まひるが中学生ぐらいの時に会いに来たらしいんだけど

まひるは全然覚えてないし。

それっきりこれっきりで会っていません。

会いたいとも思わないし。

今は今でﾂﾗｲこともたくさんあるけど



でも家族に恵まれてるなって思うから。

おまけに兄ちゃんの出生の秘密まで知ってしまいました。

そう、兄ちゃんは母親はうちのｵｶﾝだけど

父親が違うのね。

それでうちに養子に入れてもらえなくて

結局外で育てられた人なのね。

で、ずっと兄ちゃんの父親のことが気になってたんだけど

今日やっと誰か分かった。

まひるはたぶん見たことはないんだけど

その人の義理の妹が今日来てるｵﾊﾞﾁｬﾝなんだよね。

兄ちゃんはそのこと知らないらしい。

たぶんこれは一生言わないつもりらしい。

それだけ非道の人らしい。

でも兄ちゃんはたくましく生きてるよ。

まひるのこと恨んでもおかしくないはずだけど

いつもまひるのこと気遣ってくれて

ﾎﾝﾄに感謝してる。

何があっても絶対助けないとならないのは

兄ちゃんだって思ってるし。

弟も大切だけどでも兄ちゃんかなぁ。

長くなってしまったので

おつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.05.05 Fri ５月のﾊﾞｰｽﾃﾞｲﾘﾇ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾊﾞｰｽﾃﾞｲﾘﾇ完了。

ちょっと失敗しました。（汗

ﾌﾞﾗｼを使いたかったのに使えませんでした。（涙

ま、次頑張ります。

おもっきしｾﾝｽなくてｺﾞﾒﾝなﾊﾟｲ。

なんかもう２度とﾊﾞｰｽﾃﾞｲﾘﾇなんてしない気がしてきた。（笑

つーか今日も暑かったぁー。

さっき頭乾かしてたから汗だくだよ。

しかも美容液とかつけると顔がﾎﾟｯﾎﾟしてきません???
そんなわけでもうすっかり５月ですな。

あー。でも５月でこんなに暑かったら今年も

もっそい暑くなりそうだね。

うわー。最悪だ。

暑いのは嫌いなんだって!!!!!
今もひっそり汗かきながらﾊﾟｿやってるなんて内緒ですよー。（笑

あ。つーかﾏｼﾞで荷物まだ来てないんですけどぉー。

何様だよ。

３日に発送されてるのに今日もまだ来ないって

どうゆうこっちゃ。

宅配業者に文句言ってやろうかって気分。

あー。GWなんて嫌いだぁー。

でもすでにご機嫌回復してる。

なぜならMｽﾃの滝つの「Venus」を踊ったから。（笑
もう楽しい!!!!!
滝様大好き。



ﾂﾊﾞちゃんもｶｯｺｲｲし。

滝つ、最高〜。

まひるが今こうしていられるのも

滝つの２人の存在のおかげだしね。

ありがとう。

ﾀｯｷｰ。

ﾂﾊﾞちゃん。

なんか最近ずっと髪を結んでたんですよ。

それでさっきお風呂入って

久々に髪下ろしてみたらめっちゃ伸びてた。

しかも中側がもっそいｸｾ毛でｳﾈｳﾈ。

前は肩ぐらいまでの髪だったから

そんなにｳﾈｳﾈも気にならなかったけど

肩より１０ｾﾝﾁぐらい下まで伸びてると

さすがに気になる。

気になって抜いてばっかいるからﾔﾊﾞｽ。

禿げるっちゃー。（笑

そろそろﾍｱｱｲﾛﾝが必要かしら???
つーか縮毛矯正かなぁ。

新しい美容院探さないとなぁー。

最近新規で縮毛矯正かけるとｶｯﾄも含めて２万円以内で

かけられるお店たくさんあるんだよね。

だからなるべく新規でかけたいなって。

だって普通に行くと３万５千とか４万とかするじゃん。

それはもったいないべ???
でもちょっと上戸彩ちゃんの髪を見ると

切りたくなる。

上戸彩ちゃん、ﾃﾗｶﾜﾕｽ。

そういや、空（＠章大）いつ帰ってくるのかなぁ???
空は７日まで仕事休みなのかなぁ???
なんかばあちゃんを東京の家に連れて行くって

言ってたから。

いいなぁ。GW。



まひるなんてﾃﾞﾝﾃﾞﾝｺﾞｰﾙﾃﾞﾝじゃないし。

いいんだ。いいんだ。

今日もｸﾛｻｷﾞ見て癒されちゃうから。（笑

あ。そういや、NEWSのｸﾞｯｽﾞが欲しかったんだけど
ｼｮｯﾌﾟには入荷してないらしいね。

活動休止だから。

山久のｸﾞｯｽﾞが欲しかったのになぁ。

亮ちゃんのうちわもNEWSの方が写りいいって言う人も
いるし、エイトの方がいいって言う人もいるし。

ちょっと見たかったなぁ。

ｹﾞｰｼｰのｸﾞｯｽﾞもちょっと欲しい。（笑

結局はｹﾞｰｼｰに落ち着くらしい···

いや、違う。

大倉忠義ですけど!!!!!（笑

あ。そだ。まだﾊﾟｿ直してから

ｽｷｬﾅｰとﾌﾟﾘﾝﾀｰをﾊﾟｿに接続してなかった。

今度の休みに接続しよ。

ｽｷｬﾅｰは便利だよね。

可愛い画像とかあったらｽｷｬﾝできるし。

作りたい画像もあるし。

でも火曜日、午前中が歯医者で午後がいつもの通院が

あるから忙しいんだよね。（涙

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅ。



2006.05.06 Sat ﾊﾟﾝｲﾁ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

てかてか、荷物、今日無事届きました。（笑

単なるまひるの日付の勘違いでした。（ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊ

ｱﾎだ。

そ、そ。来週の火曜日、お仕事入ってしまったのねーん。

午前中に歯医者は行くけど午後から出勤。

一応まだ次の休みは決まってないんだけど

たぶん水曜日と木曜日になりそう。

やりたいこともたくさんあるし、

買い物にも行かないとならないし、

病院も行かないとならないから結構忙しい感じ。

それにmixiも放置してるからなんとかしないとなぁ。
ひっそりこっそりｻｲﾄも放置してるし。（最悪だ。

なんかさ、休みの日って何もしたくなくない???
で、次の日仕事だったりすると

いきなり掃除とか始めてみたりして。（笑

早く寝ろよー。ってことになる。

あ。この間、すっごい可愛いｻﾝﾀﾞﾙ履いてる人がいたのね。

でもね、その人、すっごい踵が汚くて。

えぇー!!!!!
って思ったもん。

誰が見てるか分からないのでｻﾝﾀﾞﾙやﾐｭｰﾙ履くなら

踵もｷﾚｲにしやしょう。

そうゆうとこ絶対錦戸亮とか見てるから。（笑

いやー。ﾏｼﾞで。

亮ちゃんとかってそうゆう細かいとこまで

見てそうじゃーん。



でも亮ちゃんには申し訳ないんですが

まひるさん、ｽｯﾋﾟﾝで外、出ますから!!!!!
近所なんて完璧ｽｯﾋﾟﾝですよ。

さすがにｼﾞｬｰｼﾞでは出かけませんけど。（笑

そんな堂本光一さんみたいなことはしません。（笑

あの人、ﾎﾝﾄ男前っつーか王子なのに

そうゆうとこｵﾔｼﾞだよね。

そのｷﾞｬｯﾌﾟをｽﾃｷと捉えるかｶﾞｯｶﾘと捉えるのか。

まひるは全然お構いなしですけどね。

光一さんがｽﾎﾟｰﾂｶｰでｶﾞｰっと来て

ｽﾁｬって降りたらｼﾞｬｰｼﾞだったりしても全然がっかりしません。

むしろﾈﾀにします!!!!!（笑
実際今ﾈﾀにしてるし。（笑

たぶん実際見たら爆笑ですよ。

そりゃｱﾂﾋﾛくんも突っ込むって!!!!!
いやー。見てみたいわー。

つーかまひるさん、まだ今日はまだ帰ってきてから

顔洗ってないんですけど

顔をこすると黒いんですよ。（笑

まひるさん、どこの山で遭難してたんでしょうか???
はよ、顔洗えよって話ですよねー。（笑

とりあえず気になったので顔洗って来ます。

ただいまー。

顔洗ってきた。

つーかｼｬﾜｰしてきた。

さっぱりしたー。

でもｺﾝﾀｸﾄ外したからよく見えない。（苦笑

あ。つーかさ、前から気になってたんだけど

倖田來未さんのﾍﾞｽﾄ盤ってあれ下はﾊﾟﾝｲﾁですよね???
あれがもっそい気になってしゃーないんですけど

可愛いんですけど家の中をﾊﾟﾝｲﾁで歩く人って



います???
仮に一人暮らしだったとしよう。

でもﾊﾟﾝｲﾁではｳﾛｳﾛしません。

ｵｶｰﾀﾏが泣いてしまいます。

ｻﾝﾀﾞﾙは可愛いのを履いてるのにﾊﾟﾝｲﾁって。(涙
あれにはきっと裏設定があるんだろうな。

彼氏んちお泊りの朝とかそんな設定。（笑

それしか考えられないよね。

なんかﾘｱﾙにｴﾛｲな。（笑

黒髪の似合わないまひるです。

と最近やっかしﾀﾞﾒか???って思ってみた。
でも染めませんよ。

美容院は行きますけど染めませんです。はい。

黒髪で伸ばすんだーい。

もうね、最近自分のどこがﾌﾞｻｲｸなのか

手に取るように分かるんですわ。

でも何をしたらﾏｼに見えるのかさっぱりわからない

ﾀﾞﾒﾀﾞﾒ人間です。

ま、まずは痩せろってことでしょ???
そこは分かるのよ。

あと金ﾊﾟの方が似合うってことでしょ???（笑
ちなみに化粧は何しても変わらない

張り合いのない顔をしています。（ﾁｰﾝ

しかもつけまつげﾃﾞﾋﾞｭｰをしようと思ったら

自分じゃ付けられないでしょ???（ﾁｰﾝ
誰かまひるに可愛く見えるﾒｲｸを教えてくり。

今日、忠義のたの字もないじゃん。（笑

はーい。ごめんなすって。

そんな時もあるさ。

あ。エイトのみなさん、城Hお疲れ様でした。
次は名古屋ですね。

丸ちゃんもﾄﾞﾗﾏが決定してるとか。

丸ちゃん、結構ｵﾌｧｰあるよね???



やっぱ持ち前のｷｬﾗかしら???
お芝居もうまいしねー。

ｼｰﾄﾝが１番好きだったけど。（笑

忠義も何か新しいお仕事決まるといいなぁ。

でも今は疲れた体を癒して欲しい。

とりあえずまひるは１５日のﾁｹｯﾄ配達日がﾄﾞｷﾄﾞｷで

たまらない。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

水曜日ぐらいには復活予定。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.05.07 Sun 無駄に潤ってるかーい???（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

眉間にしわの寄ってる忠義でさえも胸ｷｭﾝしてしまう

まひるでございます。（笑

つーか今日、久々に忠義の顔まともに見た。

たぶんGWに入る前からまともに
見てなかったから１週間ぶりぐらいに

演舞城のお写真出してじっくり見てみた。

なんか忙しさにかまけて忠義のこと見る暇も

考える時間もなかったよ。

確かに部屋にはﾎﾟｽﾀｰも３枚貼ってあるんだけど

それさえも目に入ってなかったからね。

どんだけ余裕がないんでしょ???
あたし。（笑

たぶん忙しいってのは口実で

忠義に会えない現実から逃げていただけだと思う。

だから日付さえもわからなくなってしまうんだな。（笑

いや、ﾏｼﾞで。

でも自分で少しｾｰﾌﾞしないとﾀﾞﾒだなとは思ってる。

なんでもかんでも行きたいとか言ってたら

ｷﾘがないし、少しは我慢して

他のことにもお金を少しでも使えるように

しないとﾎﾝﾄただのｦﾀになってしまう。

だから時には我慢も必要かなって。

でもﾎﾟｲﾝﾂは押さえておきたいなって。

そんないろんな事情がありまして

今回代々木も１公演しか行かないんですけど

でもそんなまひるに付き合ってくれる空（＠章大）にも

感謝しないとなって。

いつも無理なことばっか言ってるのに

付き合ってくれてるからﾎﾝﾄ感謝してる。

ありがとう、空。



つーか今日は暑いのか???
寒いのか???
なんかﾛﾝTだけだと寒いし、
ﾄﾚｰﾅｰ着ると暑いし、どうしたら良いのん???
暑いで思い出したんだけど

楽日の帰りの電車の中で

まひるが背中がﾎﾟｯﾎﾟ暑いんだけどって言ったら

空がどうして???
って言うから背中をｼｰﾄから離してｼｰﾄを

触ってみたら、な、なんとｼｰﾄの背中とお尻部分だけ

素材が違っててしかもそこが温かくなってるの。

今まで全然気がつきませんでした。（笑

もう何年山梨と東京を往復してるんだって話ですよね。

そりゃ背中もﾎﾟｯﾎﾟとしますよ。

あ。でもあれはたぶん新型の車両だけだと思うから

ここ２〜３年の間だよね。

つーかいつも弟に「ｺﾋﾟっとした字を書け。」って

言われるんですけど意味わかります???
ちゃんとした字を書けってゆう意味です。

弟なんてまひるより書道の段低かったのに。（笑

まひるなんていつも推選とか特選とか賞をもらってるぐらい

うまかったのに高校に入ってからくせ字を

書くようになって

ｺﾋﾟっとした字が書けなくなりました。

忠義の字ってもっそいｺﾋﾟっとしてますよね???
何気に字の綺麗な男の人って魅力的ですよね。

遠まわしに忠義を褒めてます。（笑

なんかね、転勤になってしまった

関西人の先輩がもっそいﾍﾀｯﾋﾟの字を書く人で。（笑

あんなひどい字見たことないよ。（笑

ﾏｼﾞね、人柄はすっごい良かったんだけど

字を見るとｶﾞｯｶﾘするね。（笑

ま、字はｺﾋﾟっと書きましょう。



つーか空さん、明日までﾊﾞｲﾄお休みなんだって!!!!!
まさにｺﾞｰﾙﾃﾞﾝじゃないですか???
小憎たらしい。（笑

そんなまひるさん、１週間も仕事お休みなんて

ありえませんよ。

お店の改装工事の時に２週間休んだけど。（笑

休んでるんじゃん。（笑

でもそんなの滅多にあるわけじゃないし。

まひるさんは明日も明後日もお仕事だというのに。

ｷｰｰｰｰｰｯ!!!!!
GWなんてやっかし嫌いだぁ。

忠義は今頃何して過ごしてるのかなぁ???
しばし休息???
それとも何かお仕事してるのかなぁ???
もっそい忠義の行動が気になるんですけど。

大倉忠義さん、大倉忠義さん、

連絡求む。
そんなねぇ、連絡来たらまひるの日々のお疲れなんぞ

吹き飛ぶってばよ。

妄想だけで満足だわ。

妄想だけで生きていける痛いｺだから。（笑

あぁ。
でも忠義がおﾃﾞｰﾄなんてして過ごしてたら

かんなりｼﾞｪﾗってしまうわ。

まひるともおﾃﾞｰﾄしてよー。（撲殺

あ。絶対おﾃﾞｰﾄしてるな。（笑

だってお肌の荒れを潤さないとならないもん。（笑

ﾙﾝﾙﾝで潤ってる頃ですかねぇ。（笑

逝ってよし。

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

水曜日頃を予定中。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.05.09 Tue HAPPY BIRTHDAY!!!!!

HAPPY　BIRTHDAY!!!!
YU　YOKOYAMA
25YEARS OLD!!!!!

ヨコ、２５歳おめでとう!!!!!
２５歳に見えない愛くるしさがありますよね。

ヨコは結構お兄ちゃんしてると思う。

特に忠義が飯友としていつもお世話になってます。

これからも型にはまらずあなたの生き方を貫いてください。

永遠のﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝ、横山裕様。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに誕生日おめでとう。

２５歳という年がヨコのますますの飛躍の年に

なりますように。

また後で本編更新します。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.05.09 Tue 痛いｦﾀでも大好きなんだもん。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目の登場、大倉担まひるですけどもー。

午前中歯医者に行って

午後から仕事行ってきました。

特にこれと言って事件もあるわけでもなくー。（笑

平々凡々な１日でした。

つーか火曜日に仕事行くと調子狂う。

ｱﾃﾌﾟﾘも見れないし。（って先週も先々週も見れてないですけど

その割にどすこいﾗｰﾒﾝは見てるんだよなぁ。（笑

何この差は???
だって亮ちゃん出てるけどｱﾃﾌﾟﾘあんま面白くないんだもん。

１話しか見てないけど。（笑

で、先々週は演舞城に行ってて

先週はふて寝して今週は仕事で。（笑

縁がないのね。（涙

つーか上戸彩ちゃんの空回りしてる感のある芝居が

あんまり好きじゃないんだよね。

上戸彩ちゃんは好きなんだけど

お芝居は金八の時と高校教師の時以外

あんまり。（苦笑

あ。でも今日最後１５分ぐらい見たんだけど

亮ちゃんのﾊﾟｲﾛｯﾄ諦めた理由とか聞いて

結構良い感じかもって思った。

面白くないなんてことはないなって。（笑

今日は、ヨコの誕生日であると同時にまひるの大切な人の

誕生日でもあって。

元彼なんだけど。

去年の９月に別れたんだけど

別れた理由がまひるって同時に２人の人を好きになることが

出来なくてそれで忠義のことを好きって思う

気持ちの方が強くなってしまって



それで彼氏とは遠距離ってこともあって

彼氏に会いに行くことよりも大阪へ忠義に

会いに行くことを選んでしまったためです。

ﾊﾞｶだなって思う人もたくさんいると思う。

でも後悔はしていない。

今、元彼の分も大倉忠義とゆう人を愛しているし、

お別れまでしたんだから

中途半端な気持ちで大倉忠義を好きとは

言いたくないし、ずっとずっと忠義を好きでいたい。

でも元彼とは今も良いお友達としてﾒｰﾙ交換は

してるよ。

時々電話したり。

今でもまひるの１番の理解者だと思ってるし、

大切な人。

その元彼の誕生日なのです。

遠距離がつらかったわけじゃない。

ただ大倉忠義とゆう人を愛しすぎただけ。

人を好きになるって理屈じゃないんだよ。

ただただ会いたくて声が聞きたくて。

笑顔が見たくて。

一緒に泣いたり笑ったりしたくて。

たくさんの時間を一緒に共有したくて。

励ましたり励まされたり。

まひるが忠義に求めるのはただそれだけなんだよ。

たったそれだけで嬉しくて涙が出たりして。

ﾊﾞｶだなって思うよ。

でも好きなんだもん。

本気で大好きなんだもん。

ただの痛いｦﾀでしかないけど

それでも好きなんだもん。

好きという気持ちは止められないんだもん。

このことを理解してくれた元彼にも感謝してるし、

だから別れたからといってﾊｲｻﾖﾅﾗ。は出来ない。

ずっと大切な友達としてこれからも大事にして

いきたいと思ってる。



忠義、大好きだよ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明日出来たらやりますねー。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.05.10 Wed 胸ｷｭﾝ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

やっと昨日のｽｶ☆Jですばるとヒナちゃんの
新しい髪形見たよ。

すばるは全然前の髪型よりｶｯｺｲｲ。

ヒナちゃんはｴｸｽﾃでﾛﾝ毛時代の髪型に戻ったんだね。

あれはちょっと···。（苦笑

確かに前はあんな髪型してました。

でも短髪が評判良かったんだから

短髪のまま居て欲しかったわー。

まぁ、でも思ってたよりは全然普通。（笑

もっと強烈な頭してるかと思ったから。（笑

最近ｼﾞｬﾆｰｽﾞにもいろんな人がいるから

そうそう驚かなくなった。（笑

自担が強烈な頭してたら驚くけど。（笑

でも大倉忠義に限って有り得ないし。

ヨコもﾒｯｼｭなくなってるし。

でも亮ちゃんの分け目のない髪形も妙だけど。（笑

あ。でも昨日のｸﾞﾙﾒﾚﾎﾟｰﾀｰのやつ面白かった。

何が強烈かってやっぱ味噌ｻﾜｰかな。

わかめ沈んでるし。（笑

味噌はやっぱ味噌汁で飲みたいよ。

あと結構国生姉さん、エイトメンの性格掴んでる。

特に亮ちゃんなんてｽﾞﾊﾞﾘだし。

ヨコの甘えたさんも可愛いけどね。

靴下も履かせて欲しいにはｳｹたわ。

まひるは甘えるのも甘えられるのも

全然OKなんだけど
忠義はどこまで甘えたさんなんだろう。（笑

ちょっと気になる。

あ。でもヨコみたく靴下履かせてーも

全然OKなんだけどね。
人前でﾍﾞﾀﾍﾞﾀされるのは嫌いだけど



２人の時は全然ﾍﾞﾀﾍﾞﾀされるのもOKだし。
あー。妄想が広がる。（笑

そう、それでｦﾀ誌を買ったんですよ。

まだちょこっとしか読んでないんだけど。

でも忠義の髪がまだ長くて嬉しい。

写真はどれもまぁまぁ。

やっかし昨日買った女性自身のやつが１番かな。

あれって私服なのかなぁとちょっと思いまして。

確か章大が履いてる靴が自前だよね???
だから私服かなぁと。

それに忠義っぽいし。（笑

ほんじゃにって私服の時と衣装の時があるって

言うし。

と勝手に私服と判断。（笑

余計に萌えっとなるって!!!!!
そんなぁ、大倉忠義さんには常にｷｭﾝとされてますって。（笑

男前の時も可愛らしい時も常に胸ｷｭﾝですよ。

だってもう大倉忠義という存在に胸ｷｭﾝですもん。（笑

ﾃﾗｶｯｺﾖｽ。

つーかｵｶﾝが今日は暑かったって

ひたすらご飯の時言ってたんだけど

まひるは昨日の方が暑かったって思うんだけど。

ちなみに気温は知らない。（苦笑

でも３０度越えたとこもあったらしいね。

山梨はそこまで暑くはなかったけど。

ｵｶﾝ、汗かきだからなぁ。

まひるもだけど。（笑

汗かきで思い出したんだけど

初めてのエイトの大阪での握手会の時

並んでてすっごい喉が渇いたのね。

もうﾎﾝﾄｽｯｺﾞｲ暑い日で。

干からびる寸前ぐらいで。

それで友達が飲み物を買いに行ってくれたのね。



しかも売ってるとこがもっそい遠くで。

で、２０分ぐらいかけて買いに行ってくれて。

で、喉を潤していたのね。

そしたら前に並んでた中学生ぐらいの子、

２人が「すみません。少し飲ませてもらってもいいですか???」

えぇー!!!!!
ここは砂漠ですか???
別にいいけどいいけどでも全く知らない人に

ありえなくない???
ま、幸いなことに友達が余分に買ってきて

くれてたのでﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ１本づつあげたんだけど

普通はそこでお金は???
って聞くでしょ???
聞かれなかったから!!!!!

えぇー!!!!!
ただ飲みですか???
別にいいんだけどね。

たいした金額じゃないし。

でも「お金は???」って聞こうよ。
あまりの図々しさにびっくらしました。

確かに前に並んでて干からびて倒れられるより

いいけどさ。（笑

そのぐらい暑い日でした。

しかも自分の汗臭さにびっくらしました。

帰りにお風呂入って帰ったんだけど

ﾏｼﾞ帰りの洋服買えば良かったぐらい

汗臭かったんだよね。

あんな臭くなったの初めてでした。

エイトのみなさん、あの酸っぱいまひる達と

握手してくれてありがとう。

たぶんもっそい酸っぱかったと思うわ。（笑

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

あき（＠忠義）

真冬（＠忠義）

mamiさん
サヤさん（＠忠義）

るカさん（＠忠義）

なつみ（＠忠義）

ななさん（＠忠義）

はる（＠仁・亮）

こいもさん（＠丸ちぁん）

陽香さん あき（＠忠義）
まひるもｼﾞｬﾆｼｮの新しい写真欲しいんだよねー。

ちょっと暇見つけて買いに行こうかとは思ってるんだけど。

最近は暇もお金もない状態よ。（涙

まひるもそんなよく髪のお手入れしてるわけでも

なく普通に週２ぐらいでﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄして

時々美容液つけるぐらいだよ。

うんうん。

その気持ち分かる。

忠義なんて全くこっちの頑張りになんて

気づくわけもないんだけど

でも頑張っておしゃれして行きたいよね。（笑

顔とかも絶対ﾊﾟｯｸするもん。（笑

休みの日、ﾎﾝﾄ何もしたくない。

ズボラだから家でｺﾞﾛｺﾞﾛしてたい人だし。

まひるはﾎﾟｽﾀｰは忠義が２枚と集合が１枚かな。

あと他のｱｰﾃｨｽﾄのﾎﾟｽﾀｰも貼ってあるし、

ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞとかも貼ってあったりするから

壁一面何かに覆われてるような感じ。（笑

あ。くぅちゃんのやつってやっかし彼氏んち

お泊りに行った朝の設定なんだ???
でも普通、ﾊﾟﾝｲﾁでｷｯﾁﾝなんかに座った日にゃ

殺されますけどね。（笑
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いや、ﾎﾝﾄは黒髪似合う人になりたいの。

ｺｳちゃんみたいに。

でもどうやら金ﾊﾟの方が似合うみたいで。

顔が地味だから金ﾊﾟぐらいの方がいいみたい。

わー。裏山。

化粧して顔の変わる人が激しく裏山。

まひる、全く変わらないんだよね。

ｼｿ黒酢、まずそうー。

でもそうゆう努力をして美をｹﾞｯﾄするんだね。（笑

まひるも何かにﾁｬﾚﾝｼﾞしてみよ。

え???ｱﾃﾌﾟﾘって泣けるの???
全然見てないからさっぱりわからない。

しかも来週も仕事入ってしまったし。

忠義の誕生日なのに!!!!!

真冬（＠忠義）

ﾔｹﾄﾞの跡ってなかなか消えないよね???
皮膚が死んじゃってるんだろうね。

そんな広い範囲にﾔｹﾄﾞの跡があるの???
まひるは直径５ｾﾝﾁぐらいのﾔｹﾄﾞの跡だし、

足だからﾊﾟﾝﾂとか履いてる時は全く

問題なしだけど。

ｼﾞｬﾆｰさんはあんまりってゆーか

全然人前に出ないよ。

なんかもっとﾖﾎﾞﾖﾎﾞになってるかと思ったら

全然普通にしててまだまだ現役なんだなって思った。（笑

mamiさん
なんかみんなの見れてる時に自分が見れてないと

やっかし凹みますよね。

全くエイトに会えないわけでもないのに

贅沢言ってるなって思いますけど。

でも１度甘い蜜を吸ってしまうとって感じですかねぇ。（笑

なんか他人に嫉妬してる自分って

もっそい醜いと思うんです。



だから出来るだけ嫉妬しないようにって思うんですけどね。

あ。憧れてますとかありがとうございます。

全然そんな憧れるようなｷｬﾗでもなんでも

ない普通のﾔﾂです。（笑

サヤさん（＠忠義）

この間はﾒｰﾙありがとうございました。

いきなりのことだったので

出会い系か何かのﾒｰﾙかと思ってしまいました。

すみません。(o＞(ェ)＜;a アセアセ
なのでﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒﾝﾄしていただけたら

ｺﾒﾚｽしますのでぜひぜひ仲良くしてください。

あ。ありがとうございます。

ﾊﾞｰｽﾃﾞｲﾘﾇ褒めていただけて嬉しいです。

なんかまひるがﾘﾇやると乙女系とかになって

しまうんですよねー。（苦笑

とりあえず明日ｽｷｬﾅｰをﾊﾟｿに繋いで

画像をｽｷｬﾝできるようにして

ｶｯｺｲｲﾘﾇしちゃえるように頑張りますねん。

るカさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

OKです。OKです。
ﾊﾞﾝﾊﾞﾝ絡んでいきましょう。

るカさんもたちょ溺愛ですか???
ｵｿﾛですなぁ。

ぜひぜひ仲良くしてください。

なつみ（＠忠義）

いや、いや、まひるも足がﾃﾞｶｲのですよ。（笑

だから可愛いｻﾝﾀﾞﾙとかなかなかｻｲｽﾞ選びに

困るんだよね。

ヒナのｴｸｽﾃ、もっさりしてるよね???（笑



なんか昨日のｽｶ☆Jの結んでる時は
ちょっとｶﾜﾕｽって思ったけど。（え???まひるだけ???
あ。あと呼びﾀﾒでいいよーん。

ななさん（＠忠義）

お久しぶりです。

もちろん覚えてますよ。

まひるもヒナちゃんは短髪の方が似合うと思いますね。

だからｴｸｽﾃ付ける前の髪型の方が全然好きです。

ヒナちゃん自身は長い方が好きそうですね。

髪切った時あれだけ好評だったのになぁと

思います。

すばるは今の髪型もｶｯｺｲｲと思うんですけど

でも短い方が好きですね。

いろは節でﾃﾞﾋﾞｭｰした頃の髪が好きですね。

まひるは東京に住んでる頃、

ｼｹﾞと同じ電車になったことがありますね。

電車乗ってたら車両を移動してくる人がいて

よく見たらｼｹﾞだったってゆーね。

その頃からｼｹﾞは好きだったので

ちょっとﾄﾞｷﾄﾞｷしました。

はる（＠仁・亮）

まだ少ｸﾗ見てなくてー。（涙

今週末録画したらまとめて見ようかなって。

とにかく今は仕事が忙しくて

何かをするってゆー余裕が全くないんだよね。

なんか今、巷では忠義ﾌﾞｰﾑがおきてるらしいね。

亮ちゃんの次ぐらいに忠義のうちわが多いらしい。

ヒナちゃんはね、鼻がﾃﾞｶｲ。（笑

で、鼻の下がくっきりしててｴﾛｲのよ。（笑

献血用の注射針って太いって聞いたんだけどﾏｼﾞ???
もうその話聞いただけでﾋﾞﾋﾞってしまうんですけど。

はるは完璧な「どM」ですな。（笑
まひるも「どM」だけど注射はｲﾔよー。



ヨコ、髪短くしてから若返ったよね???
なんかまた伸ばすとか言ってたけど

どうなるのかなぁ。

すばるの髪型ｶｯｺｲｲよね???
でもいろは節の頃の髪型が１番好きだけどね。

こいもさん（＠丸ちゃん）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ですよねー。（笑

まひるも１人の人しか愛せないんですよ。

だから彼氏を好きなのとたちょのことを好きなのは

同じ好きなので

たちょ以上に愛していない彼氏だったら

付き合っていても相手にも失礼だし、

自分が苦しいしと思って

彼氏とお別れしました。

こいもさんも自信持って丸ちゃんを愛してください。

ﾌﾞﾛｸﾞの方、後でお邪魔させてもらいますねー。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

陽香さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ぜひぜひ仲良くしてくださいねー。

ｺﾒﾝﾄﾊﾞｯﾁｺｲです。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。



2006.05.11 Thu 愛って深いね。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか明日からまたお仕事なのねーん。

今日なんて寝て過ごしたから何もしてないし。

あえてしたことと言ったら

ﾂﾀﾔに本を買いに行ったぐらい。

で、後は１９時ぐらいまで爆睡。

途中、弟が部屋に来たけど

もっそい適当にあしらってしまった。（反省

だってﾏｼﾞで寝てたんだって。

ﾊﾟｿの話だったっぽいんだけど

ﾌﾟﾘﾝﾀｰのｲﾝｸがないから結局ﾊｶﾞｷの印刷は

無理なんだけど。

だってｲﾝｸ６０００円ぐらいするんだもん。

そんなお金は今ないんですけど!!!!!
しかも昨日ﾌﾟﾘﾝﾀｰの設定に３時間ぐらい

かかってるし。

なんかOSがﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟしてるから
なかなか設定が出来なかったんだけど

３時間の間に何回再起動したと思ってるんだ!!!!!
２０回ぐらい再起動してたよ。

しかもﾊﾟｿが古いから１回の再起動に５分ぐらいかかるのね。

もう軽く死ねって思ったよ。Σ(´Д｀lll)

今日は早く寝たいんですわー。

だから∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽもお休みします。
あれ何気に時間かかるんだよね。

いや、まひるがﾄﾛｲだけなんだけどね。

しかもまだ∞ﾚﾝｼﾞｬｰ、半分しか見てないし。
どんだけﾄﾛｸｻﾄﾛｸｻやってるんだって話ですよねー。

だって１９時に起きて

ご飯食べてお風呂入ってﾌﾞﾛｸﾞ１ｺ更新させて



空（＠章大）とﾒｰﾙしながらだから

今ぐらいの時間ですよ。

寝る前に∞ﾚﾝｼﾞｬｰ読むから。
今日はﾚｺﾒﾝも聞かずに２４時前には寝ますよ。

１９時まで寝てたにもかかわらず

２４時前に寝ようとするこの根性。

図々しいですな。（笑

あ。それで空と来週ご飯食べに行く約束したの。

空たんと深夜ﾃﾞｰﾄですよ。（笑

楽日以来だから３週間ぶりぐらい???
楽しみ楽しみ。

しかも空たん、まひるのｸﾞｯｽﾞも買ってきてくれたんだけど

まひると一緒に見ようと思ってって言って

まだﾊﾟﾝﾌもﾏｼﾞｶﾙﾊﾞﾝﾄﾞも開けてないんだって!!!!!
空たーん!!!!!＞＜
そうゆうとこがにくいね。（笑

じゃ、一緒にﾏｼﾞｶﾙﾊﾞﾝﾄﾞ腕にはめてﾊﾟﾝﾌ見ようねー[:ラブ:]

つーか∞ﾚﾝｼﾞｬｰに忠義、ｲﾒﾁｪﾝするって書いてあったよね。
もっそい楽しみなんですけど!!!!!!
今頃どんな髪型してるのかなぁ???
早く新しい髪形が見たいでし。

大倉忠義ヽ(´ー｀)ノﾏﾝｾｰ。

ほな、おいどんは寝ますわ。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。
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2006.05.14 Sun 自然体で。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

この間、前のﾊﾞｲﾄ先に行ったら

友達にｦﾀ誌物色してるとこ見つかって

エイトのﾌｧﾝだってことは前回話したので

今回は誰が好きなの???って話になりまして

「大倉くん!!!!!」って言ってやった。
でも誰だかわからなかったみたいで

「どの子???」って聞かれたから
たちょを指指してやったった。

そしたら一言。

「あんまりTV出てないよね???」

ｶﾞﾋﾞｰﾝ。
確かに「ｽｶ☆J」なんぞ見てるわけもなく。
だから「単発でﾄﾞﾗﾏ出たりもしてるんだけど。」って

言ってみた。

そしたら帰ってきた答えが

「この３人なら知ってるんだけどね。」

って指指したのは３馬鹿だった。

妙に嬉しくてねー。

ﾉｰﾝ。
ﾅｲｽ３馬鹿!!!!!

あ。そういえばすばる、ｴｸｽﾃ取っちゃったんだね。

空（＠章大）と夏は越せないだろうみたいな話

してたんだけど早速ですかい???
あれじゃｶﾞｼｶﾞｼ頭洗えないし、手入れも大変だもんね。

そりゃ異臭も放つさ。（笑

名古屋までに復活してるんでしょうか···。

なんか絶対違う髪形になってそうな気がする。（笑

それよりなんとかして欲しいのは



一昔前のｷﾞｬﾙ男のようなヒナちゃんですけど。（笑

ヒナちゃん、ｷﾞｬﾙ男はﾀﾞﾒだって!!!!!

はっ。
忠義が心配になってきた。

なんか忠義の長めの髪って一部では不評だったんだね。

まひるは全然OKだったんだけど。
むしろ男前???（笑
忠義、今頃どんな髪型になってるんだろう。

楽しみでもあるけどﾄﾞｷﾄﾞｷでもある。

でもまひるの記憶の中で忠義が変な頭してたことって

ないから大丈夫かな。

ｵｰﾙOK。
ﾊﾞｯﾁｺｲｶﾓﾝ。（笑

つーかうちの近所でよく見かける人なんだけど

４０ぐらいのｵｯｻﾝなんだけど

ｷﾃｨちゃんのﾄｰﾄﾊﾞｯｸをいつも持ってる人がいるの。

それがｽｯｺﾞｲ気になって気になって。

仕事の帰りにｺﾝﾋﾞﾆに寄ると結構会うんだけど。（笑

ありえねー!!!!!

あ。今、エイトのｶﾚﾝﾀﾞｰ変えたんだけど

忠義の誕生日のやつもっそい可愛い。

妙に胸ｷｭﾝですよ。

いや、むしろｷｭﾝ死しちゃう。

ﾏｰｼﾞｶｱｲｲ。

忠義も明後日には２１歳ですかぁー。

うーん。年の差１ｺ縮まる。

まひるの誕生日の１０月まで１ｺ差になる。

それがやっかし嬉しいかな。

なんか２０歳ってゆーとなんか初々しい感じだけど

２１歳とかになるとちょっと大人になったような

感じもするしね。

でも忠義には自分を作って欲しくないし、



自然体の飾らぬ大倉忠義でいて欲しいと思う。

無理して自分を作ってしまうと

行き詰ってしまうだろうし、

まひるは自然な忠義が好きだし。

最近ちょっとｶﾜｲｺちゃんｷｬﾗ作ってるようなとこあるように

見えるから別にそんなのいいのにって思う。

たまには見たいけどね。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

休みの日にまとめてやるので

ﾊﾞﾊﾞﾝとｺﾒﾝﾄください。（笑
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2006.05.15 Mon ちょっと、ちょっとちょっと。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾉｰﾝ。

５連ﾁｬﾝも明日を残すのみとなりました。

むちゃくちゃしんどいですけど。

しかも昨日油もの食べたら

胃がもたれちゃって今日起きたら気持ち悪くて

ﾔﾊﾞかった。

ﾎﾝﾄ挫折宣言しようかと思ったよ。

でもご飯抜いて飲み物だけにしたら

夕方から治って無事夕飯は食べれました。

明日は午前中が歯医者で午後から仕事。

歯医者起きれるかなぁ。

さすがに疲れが出てるからもしかしたら

起きれないかも。（涙

頑張れ自分。（笑

つーかｵｶﾝに「自分で髪の毛切ってる???」って
聞かれたから「切ってるよ。」って

言ったら「横も???」って聞かれたから
「前髪だけだよ。」って言ったら

なにやらびっくりしてた。

後ろの髪に対してｻｲﾄﾞの髪が短いらしい。

そりゃそうだよ。

元は上ﾌﾟみたいな髪型だったんだもん。

それで伸ばしたからｻｲﾄﾞは短いって!!!!
ｻｲﾄﾞは顎のﾗｲﾝぐらいしかないもん。

後ろは乳ぐらいまであるけど。

そんなわけで妙ﾁｸﾘﾝな髪型になってることは

間違いないです。

いいんです。

それも個性です。（笑



つーか凹んだ。

何がって???
代々木のﾁｹです。

２階６列って!!!!!（ﾁｰﾝ
ﾏﾒ確実。

何ー???
それ１回しか今回のﾂｱｰ行かないのに

そんな仕打ちってあり???
別にいいんですけど。

まひるのﾁｹ運なんて所詮ｷｬﾊﾟの狭いとこしか

通用しないんで。

だから松竹で５列目花道横とか３列目とか

来ちゃうし。（笑

嬉しいけどでもｷｬﾊﾟの広いとこでそのﾁｹ運を使いたい。

たまには。（笑

もうﾁｹの話はしないざます。

強制終了ー。

どうせお前らはどこでも盛り上がれるんだから

どこでもいいんだろ???って
思われてるよ。

確かにー。

どんなにﾏﾒでもぶち上げ天国でいきますけど。

ちょっと、ちょっとちょっと。

なんで、なんでなんで。

ってこの間、ﾘｱﾙに中学生が言っててﾏｼﾞでｳｹた。

で、今、空（＠章大）に言ったら分かったらしい。

ﾅｲｽ相方。

なんか最近お笑い番組とか何も見てなくて

久々にｴﾝﾀとか見たらいまいちで。

ｵﾘﾗｼﾞは面白くて今日、ずっと頭ん中

ｸﾞﾙｸﾞﾙしてたけど。（笑

で、一人で思い出し笑いとかしちゃって。（笑

でも桜塚やっくんって人気なんだね。



２回ぐらいしか見たことなくて

久々に見たらめちゃ可愛いーとか

騒がれててびっくりした。

坂本兄さんと同期とか。（笑

ちょっとｼﾞｭﾆｱ時代を見てみたかったわー。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

必ずｺﾒﾚｽしますのでお時間ある方は

ｽﾞﾊﾞﾊﾞﾝとｺﾒﾝﾄください。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.05.16 Tue HAPPY　BIRTHDAY!!!!

HAPPY　BIRTHDAY!!!!
TADAYOSHI　OKURA
２１TH!!!!!

大倉忠義様、誕生日おめでとう。

忠義の努力を惜しまないとこが大好きだし、

諦めないことを教えてくれたのも忠義だし、

すごくすごく感謝してる。

ありがとう。

いつも力になってくれて支えになってくれて

ありがとう。

今、まひるが頑張っていられるのも

忠義のおかげだと思ってるし、

出会えてよかった。

実らぬ恋だとわかっているけど

それでも忠義を好きな自分が好きだし、

大倉忠義をきっかけに

たくさんの人と出会えた。

それがすごく嬉しいし、感謝してもしきれないぐらいの

気持ちでいっぱいだよ。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにありがとう。

２０歳という年は忠義にとって

すごく充実していて大切な年だったと思う。

２１歳という年がそれにも負けないような

もっともっと充実した年となりますように。

これからもずっとずっと大倉忠義について

いきます。

どんな忠義でもまひるはついてく覚悟は

出来てるよ。

ありがとう。忠義。

HAPPY　BIRTHDAY



DEAR　TADAYOSHI

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.05.17 Wed ﾋﾟﾛｷ成長日記。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

無事に５連ﾁｬﾝも終わりまして

明日は午前中に歯医者に行って

夜は空（＠章大）とﾃﾞｰﾄです。

なんかいつも話すことはﾜﾝﾊﾟﾀｰﾝなんだけど

それでもすごく楽しくて

時間を忘れてしまいます。

つーかさっき着うたの「ﾏｽﾀｰｷｰ」を聴いて

号(┳◇┳)泣だったまひるです。
ﾏｼﾞﾋﾟﾛｷの声が懐かしい。

ﾋﾟﾛｷの歌声大好き。

忠義の歌声ももちろん好きなんだけど

ﾋﾟﾛｷの歌声とかすばるや亮ちゃんの歌声って

やっかしエイトには欠かせないものだと

思うんです。

そのひとつが欠けてしまっている今、

他のﾒﾝﾊﾞｰで穴埋めするしかなくて。

仕方がないってわかってるけど

やっかしﾋﾟﾛｷのﾊﾟｰﾄをﾋﾟﾛｷ以外の人が歌うことに

涙が出る思いだし。

だから早く来年になって成長したﾋﾟﾛｷに

会いたいと思います。

昔のﾋﾟﾛｷに欠けていたもの。

それは仲間思いということ。

それはHくんがｼﾞｭﾆｱを辞めた日のことで
実証済み。

直接は関わりなかったかもしれないけど

でも先輩を思う気持ちは大切だよ。

それがエイトに選ばれてから最初は戸惑いも

あったと思うけど仲間思いという言葉を



学んだような気がします。

今はすっかりﾋﾟﾛｷもエイトの一人として

大きく羽ばたくのを待ってるって感じかな。

ずっとずっと待ってるからﾋﾟﾛｷのこと待ってるから。

ﾋﾟﾛｷの「ﾏｽﾀｰｷｰ」も「ﾏｰﾒｲﾄﾞ」も

８人揃ったﾛﾏﾈも楽しみにしてる。

やっかしﾋﾟﾛｷがいなくちゃﾀﾞﾒなんだ。

忠義がいてもすばるがいても亮ちゃんがいても

丸ちゃんがいてもやっすんがいても

ヒナちゃんがいてもヨコがいても

それでも一人でも欠けてたらﾀﾞﾒなんだよ。

エイトだから。８人揃ってエイトじゃん。

８色ｶﾗｰで会いましょう。

今日、ﾋﾟﾛｷのことしか書いてねー!!!!!

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

休みの日にまとめてやりますので

ｽﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞｰﾝとｺﾒﾝﾄください。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.05.17 Wed ﾗｲﾀﾞｰﾒｯﾄ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、空たん（＠章大）、２１時前には

うちに着きそうだって−。
ﾃﾞﾍﾍ。

お楽しみｾｯﾄも用意したことだし、

楽しみ。ﾑｷｭ。

つーか今日、寝すぎ。

ﾏｼﾞ昨日、全然眠れなくて朝ぐらいまで

ｳﾀﾞｳﾀﾞしてて４時ぐらいに寝たのかな。

それで午前中の歯医者も蹴散らし

寝ること１２時間。

で、買い物に行こうと思ったら

ｵｶﾝのお友達が今日、お店お休みだよ。って

言われてはるかに遠いｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙに行くか

迷ったけど雨降り始めてたから諦めかけて

ご飯食べようと思ったのね。

それで何気に新聞のTV欄見たら
お店やってるって書いてあったから

即効お買い物に。

でも食品売り場なんて行きなれないから

迷ったよ。

迷子のお知らせが欲しいぐらい迷子になった。

しかも裸眼だったから上に何売り場って看板が

ついてるのに見えなかったから!!!!!
で、うろっかすること２０分。

やっとお目当ての物発見。

ついでにお昼ご飯のﾊﾟﾝも買って帰宅。

つーか帰りびしょぬれだったから!!!!!
前は見えないし。（涙

ｵｶﾝのﾗｲﾀﾞｰﾒｯﾄを装着しようかと思ったじゃんかー。（笑



そこはあくまでもﾅｳなﾔﾝｸﾞがかぶるような

ﾒｯﾄではなく通称ｵﾊﾞﾍﾙである。（笑

ｽｯﾋﾟﾝの上にさらにｵﾊﾞﾍﾙ装着かよー!!!!

終わってる。
信号待ちなんぞしてて知り合いに会おうものなら

聞こえないふりしてｽﾙｰである。

つーかﾒﾝ愛の慶ちゃんが可愛くてちょっと惚れた。

普段一重とか小馬鹿にしてるくせに。（笑

でも慶ちゃんとｼｹﾞの文章力はｽｺﾞｲなっていつも

思ってる。

あの２人みたくまひるは学もなく

所詮ｱｰﾊﾟｰなので頑張ってみてもたいしたものが

生まれるわけでもないがとりあえず

頑張ってはみる。

何気にｼｹﾞと慶ちゃんの友情も好きだったりする。

ｱｰﾊﾟｰの憧れである。

そ、そ。

まひるともまゆらとも違う名前で

エイトと関係ない素のﾌﾞﾛｸﾞを書き始めたんだよねー。

エイトのことも時々書いてるけど

でもほとんど自分のことをぐうたら書いてる。

これが案外楽しいんだよね。

なんかエイトのこと何もなくても書けるし。

あ。そろそろ出かける支度しないと。

じゃ、また帰ってきて書けたら書きます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

いつでもｺﾒﾝﾄｽﾞﾊﾞﾊﾞﾝとください。

お待ちしてます。



2006.05.19 Fri 代々木２ｽﾃ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか口の中をやけどしていて

何を食べてもﾋﾘﾋﾘしてもっそいｲﾔ。

もう絶対たい焼きなんて食べないから!!!!!
冷めたやつをくれっつーの!!!!!（笑

そ、そ。代々木、２ｽﾃ行くことになりました。

しかも３日とｵｰﾗｽ。

むっちゃ楽しみ。

忠義さん、待っててｹﾛ。

その前に名古屋を楽しんでね。

なんか布団ﾂｱｰもあっという間だねー。

大阪から名古屋まで結構間があるなぁなんて

思ってたけどもう明日、明後日だしね。

で、２週間経ったら代々木でしょ???
１ヶ月なんてあっという間。

むしろ大阪公演をやってた期間の方が

悶々としてて長かった。（笑

そういや、忠義さん、最近女関係の噂

絶えないですけどぉー。（笑

やっかしあれですかねぇ。

演舞城の間、悶々としてたんですかねぇ。（笑

別にどれがﾎﾝﾄでどれがｳｿかなんて本人にしか

分からないことだし、

いいんですけど[:悲しい:]
でも気になるじゃん。

どんな大倉忠義だって知りたいって思うから

気になるじゃん。

ついでにどんな体位がお好みとか



気になるじゃん。（気にするな

あー。

妄想が広がる。

あぁ ヽ（'(ェ)';)ノ
病気だ。

巷の中高生はこんな大人にならないように。

ついでにまひるのんは忠義が知りたかったら

聞いてくれ。忠義にだけお答え申す〜ぅ。（笑

なのでたつよしもどこかでひっそりお答えください。（ｳｿです

そんなことより布団ﾂｱｰはｱｸﾞﾘの時の忠義に注目しないと。

みなさん必見よ。

あ。まだ少ｸﾗも見てないし、ｽｶ☆Jも見てないし
おいどんは無事か???
しかも少ｸﾗに至っては録画されてるのかも

分からない。

ﾃﾞﾝﾃﾞﾝ確認してないもん。

あーぁ。ただの変態になってきたよ。

誰か突っ込んでよ。

ちょっと、ちょっとちょっと。って

言ってくれないと。（笑

いやね、ﾎﾝﾄは眉毛犬の写ﾒを載せようと思ったんだけど

動物愛護団体様から苦情きそうだから

辞めてみた。

ちなみにどんな写ﾒかと言うと

白い犬なんだけど

黒いﾏｼﾞｯｸで眉毛が描かれてるの。

しかもそれ野良犬じゃないんだよ。

飼い犬なの。

空（＠章大）の知り合いが散歩中の

その犬を発見して写ﾒらせてもらったってゆう

そんな写ﾒでした。

誰のいたずらだよって話ですよ。

可哀想だけどかなりﾜﾛﾀ。（笑



ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

あき（＠忠義）

しおりんさん（＠忠義）

はる（＠仁・亮）

こいもさん（＠丸ちゃん）

ゆかさん（＠忠義）

みずき（＠章大）

なつみ（＠忠義）

ナナ美さん（＠亮・忠義）

りりかさん（＠忠義）

ちろり（＠亮ちぁ）

くーさん（＠忠義）

ななさん（＠忠義）

かず（＠忠義）

ありさ（＠博貴） あき（＠忠義）
ヒナちゃんのｴｸｽﾃも根元からついてるから

ヒナちゃんも頭ｶﾞｼｶﾞｼ洗えないよね。

ﾎﾝﾄ、まひるも忠義なら何でもしてあげられると

思うわー。

TV　LIFEの関西版ｹﾞｯﾄしたよー。
もっそい浮いてる。（笑

あんまりTV雑誌の表紙が裸ってないよね???（笑
まひる、まだ着て行く服とかなんも考えてないよ。（涙

９ｾﾝﾁのﾋｰﾙはやめた方がいいと思うわー。

きっと後ろの人が見えないと思うし。

違うｻﾝﾀﾞﾙにしていきなよ。

うわ。まひるなんて１６０ｾﾝﾁで２４．５とかあるよ。

しかも時々ﾒﾝｽﾞの靴とか履いてる時あるし。（笑

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


可愛いﾐｭｰﾙが欲しいと思う今日この頃。

そだよね。

忠義のおかげで頑張れてることたくさんあるよね。

これからも応援していこうね。

そして早く博貴に会いたいね。

しおりんさん（＠忠義）

あ。まひる、人見知りをすごくするので

全く知らない子とか全然しゃべれないです。＞＜

でも知らない人にはよく話しかけられます。（笑

あ。はい。大倉忠義、大好きですね。

だからやきもちもやくし、嫉妬もします。

でもなるべく自分でｺﾝﾄﾛｰﾙするようにしています。

まひるの中では遠くの人とか近くの人とか

そんなものも関係なく大倉忠義という人が好きなのです。

でも恋するっていいことだと思います。

ｽﾃｷな恋をしてください。

はる（＠仁・亮）

うん。我慢も時には必要だと思うのです。

はるは今は大学進学の準備期間なのかな???
たちょﾌﾞｰﾑは突然やってきたもん。（笑

なんかびっくししてみた。

錦戸さんは昔から人気ですよねー。

あー。まひるも俺様的な人好きです。

どMなので。（笑
つーか仕事で全然ｱﾃﾌﾟﾘが見れてないんですけど。

今週はﾗｽﾄ１５分ぐらい見れたんだけど

そこ亮ちゃん出てなかったし。（涙

ｶﾞｯｶｼ。

こいもさん（＠丸ちゃん）

どもども。（笑

いやいや、かっこよくなんてないですよー。



ﾎﾝﾄただの痛いｦﾀなだけなんで。（笑

それでも自分を貫いていこうって思うんですけどね。

自分の気持ちに正直に生きたいじゃないですか。

お互い頑張りましょうね。

ゆかさん（＠忠義）

覚えてますよー。（笑

やっぱり自分磨きは怠りたくないじゃないですか。

自分のためでもあるし、

ｺﾝなどで大倉うちわを持ってるのが

ﾌﾞｻ○ｸだったらちょっとたちょも可哀想かなって。

だからなるべく自分磨きを頑張りたいなって

思いますね。

そうは言ってもまひるも決して可愛い部類に入るような

人じゃないんですけど

努力をするかしないかってゆう気持ちの問題だと

思います。

今、かなりたちょﾌﾞｰﾑきてますよね???
代々木のﾁｹは最悪でしたよー。（涙

Kﾌﾞﾛの２階６列でした。
あと譲ってもらったﾁｹがあるんですけど

それが１階のｽﾀﾝﾄﾞ７列ぐらいで。

ｱﾘｰﾅで埋もれてしまうよりはそっちの方が

いいかなと思いまして。

みずき（＠章大）

滝つのﾎﾟｽﾀｰですか???（笑
ｺｱﾗのﾏｰﾁのやつでしたっけ???
確かCMやってましたよねー。
あと相葉ちゃんとかが「おすっち」「めすっち」って

おもちゃのCMもやってましたよねー???
ほとんど記憶にないんですけど。（笑

あ。それと呼びﾀﾒOKなんで。



なつみ（＠忠義）

ｺｱﾗのﾏｰﾁのCMやってたねー。
どんな感じだったかほとんど記憶にないんだけど。

そう、たぶん滝つが中１とか中２とかだったと思う。

CMって言えば関西限定だったのかなぁ???
「焙りｺｰﾝ」っていうCMにも元祖V.WESTが出てたよね???
みっくんとかるるがいた頃のやつ。

で、V.WESTでもMｽﾃ出てたし。
あ。「ｼﾝﾃﾞﾚﾗ〜」見た???
めっちゃ良かったよね???
すごくあのたちょん好きだよ。

ナナ美さん（＠亮・忠義）

やっかしたちょとかはｦﾀの中では知名度あるかも

しれないけどｦﾀ以外にはまだまだ知名度が低いんだなぁって

思いますねー。

露出もかなり少なめだし。

でもこれから頑張って知名度ｱｯﾌﾟさせて欲しいです。

とりあえずは「ｻﾙﾁﾞｴ」かな。（笑

３馬鹿は結構前から関ｼﾞｬﾆと言えば

３馬鹿と錦戸亮で売ってきたからね。

だからそれなりに知名度も高いし。

たちょはどんな髪型でも男前ですからね。（笑

４０代の禿げたｵｯｻﾝですよ。

ｷﾃｨちゃんのﾄｰﾄﾊﾞｯｸを持ってる人。（笑

いつも何が入ってるのか気になるんですよね。

りりかさん（＠忠義）

なるほど。

そんな３０代の人までヨコのこと知ってるんですねー。

なんか嬉しいですよね。

無事にたちょの誕生日のお祝いも出来ました。

１日遅れだったけど。

つーか昨日ﾚｺﾒﾝの２４時からの最初の部分だけ

聴いたんですけど



ヨコがたちょの誕生日祝いの時に

今回のﾂｱｰのTｼｬﾂを着て行ってしまったって
話がﾏｼﾞでｳｹました。

関ジャニ∞が自分達のTｼｬﾂを普段着にしてるなんて。（笑

ちろり（＠亮ちぁ）

ちろりも２階６列だったんだ???
うけるね。（笑

でもそのﾁｹ譲っちゃうんだねー。

とりあえずｵｰﾗｽも入れることになって

それが１階のｽﾀﾝﾄﾞ７列ぐらいで。

まぁ、２階６列それっきりだったら悲しいから

なんとかﾁｹ譲ってくれる人

探してみたよ。

ｱﾘｰﾅで埋もれてしまうよりはいいかなって感じだよー。

まひるもｷｬﾊﾟ広いとｳﾝｺ席しか来ないの。（涙

くーさん（＠忠義）

お久しぶりです。

初エイトコンですかぁ???
おめでとうございます。

楽しみですね。

たちょは素晴らしいｺﾝﾀｸﾄを使ってるのか

かなり後ろまで見えるみたいなんで

お互い頑張りましょうね。

代々木はｽｯｺﾞｲ見づらいですよ。

横Aなら１番後ろの席でも全然見えるし、
楽しめるんですけど

代々木はもっそいﾏﾒみたくなってしまうんですよ。

でもﾉﾘで十分楽しめると思うんで

６月を楽しみに頑張りましょう。

ななさん（＠忠義）

ありがとうございます。



そう言っていただけると嬉しいです。

たちょのことを想って５〜６年になるのですが

それでもまだまだ未熟だなって思う部分

たくさんあります。

みなさんに支えていただいてるからこそ

まひるは大倉忠義を応援出来ているんだと思います。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

かず（＠忠義）

じゃ、早速呼びﾀﾒでーん。（笑

かずもﾌﾞﾛｸﾞ始めたんだ???
それはおめでとうです。

ぜひ遊びに行くねーん。

これからも仲良くしてね。

ﾖﾛｼｸ。

ありさ（＠博貴）

∠(・_・)ラジャ
後でﾌﾞﾛｸﾞ読んでおくねー。

演舞城は２回行ったんだけど

城Hは行ってないのよ。
珍しく。（苦笑

今回のﾂｱｰは代々木２ｽﾃしかしないので

ちょっと寂しいんだけど

でもエイトが頑張ってくれてるんだから

楽しんでこようと思って。

うん。また遊びに来てね。

まひるも後で遊びに行くね。



2006.05.20 Sat 大倉忠義、ぶち上げ天国。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日のｱｸｾｽ数がぶち上がってます。（笑

久々にやっちゃった感。

あ。そ、そ。ﾘﾇった。

画像の方はみほたん（＠中丸）にお願いして

作っていただきました。

みほたん、ありがとうー!!!!!
つーかﾊﾞｰｽﾃﾞｲﾘﾇの命２週間でした。（ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊ

今までで１番短いよ。

それにやりたいことも一向に進んでないし。

頑張って無理だったらみほたんにお願いしよー。

根性なしだな。（笑

所詮ｱｰﾊﾟｰだからな。

あ。そだ。忠義の髪切ったとこ見た。

TVｶﾞｲﾄﾞに小さく載ってた。
それはヨコは変わってなかったんだけど

忠義はお坊ちゃまみたいな髪型してた。

これがもうﾃﾗｶﾜﾕｽ!!!!!
今頃は名古屋のﾎﾃﾙで軽くﾌﾟﾁ上がってることでしょう。

まひるも混ぜてくれー。

いつでもどこでもぶち上がれるから!!!!!!
ってまひるなんていなくても彼らは

常にぶち上がってますよねー。（笑

そんな彼らが好きです。

忠義、ヨコに２番目に面白くないって

言われたらしいけど

じゃ、１番って???
や、やす???

ま、見なかったことにしてください。

ｽﾙｰで。



あ。そういえば忠義、風邪大丈夫かなぁ???
今頃治ってるといいんだけど。

でも暑かったり寒かったりするから

忠義じゃなくても体調崩すよね???

犬のｳﾝｺは踏まないけど。
忠義さんにも運がついたってことで!!!!!
まひるも昔、運がついたことありますよ。

踏んだわけじゃないんですけど

空（＠章大）んちにお泊りして家出て駅に

向かう途中にｳﾝｺが立ってました。

しかも先っぽがちょっとｸｲっとなってて。（笑

空と爆笑ですよ。

朝から。

その日は朝からﾗｯｷｰでした。

きっとｳﾝｺの神様がついたんですね。

つーか乙女がさっきからｳﾝｺｳﾝｺって言いすぎですけど。

以後気をつけます。

でねー。今、左奥の歯が治療中で

半分ないんですよ。

歯医者に一向に行ってないので

左奥で噛むともっそい歯が痛いんです。

早く歯を入れろって話ですよねー。

えぇー。まぁ。（笑
忙しいんだもーん。

歯医者の予定をこの日確実って予約できなくて

前に進まないの。

予約入れると何か用事入ったりして

全然前に進まない。

あ。そだ。ﾀﾞｻｲことに今月そろそろ携帯が止まるのです。

今月携帯代をお支払いできない程



貧乏暮らしをしてまして。

月末には復活予定ですので

何か用事のある方はﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒﾝﾄか

ﾊﾟｿにﾒｰﾙください。

空に緊急の用事が出来たら留守電に

入れといてって言ったらﾔﾀﾞって言われた。

なんだよ。ﾔﾀﾞって!!!!!!
まひるの部屋の電話だからまひるしか聞かないんだから

いーじゃんって言ったのにさ。

しかもｲﾀ電とか勧誘の電話とかばっかだから

１年中留守電ですけど何か???
今日なんて留守電のﾋﾟｰって音が鳴ってもないのに

しゃべりだしてﾋﾟｰってなって２秒ぐらいして

切れた電話とかあったし。

どんだけﾌﾗｲﾝｸﾞなんだよ。

あー。そだ。まだ布団ﾂｱｰのﾊﾟﾝﾌ読んでないんだよね。

代々木に行くまでには読んでおこうって

思ってるんだけど。

ﾎﾟｽﾀｰも貼り変えようかと思ったんだけど

もっそいﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞのﾎﾟｽﾀｰがお気に入りで

それを剥がしたくないんだよねー。

つーかエイトぐらいじゃん???
ｸﾞｯｽﾞの８人揃ったﾎﾟｽﾀｰがないのって。

それがめちゃ凹む。

８人揃ったら絶対ﾅｲｽﾎﾟｼﾞｼｮﾝで貼ってやるんだ。

ちなみに今ﾅｲｽﾎﾟｼﾞｼｮﾝに貼られているのは

エイトｶﾚﾝﾀﾞｰのﾊﾞｰｽﾃﾞｲ忠義の微笑みなんですけど。

ﾔｯﾍﾞｰ。あの笑顔と髪型に胸ｷｭﾝだわー。

あとｱｸｾｻﾘｰをつける男の人が好きなので

そんな忠義にｷｭﾝ死してしまいそうです。

追伸：忠義、早く風邪治して代々木でぶち上がろうね。



ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

なるべく早くやれるよう努力しますので

ｽﾞﾊﾞﾊﾞﾝとｺﾒﾝﾄください。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.05.21 Sun 全身全霊で愛してますから。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

えぇ???
「ｽｶ☆Jのｳﾗ」なんて知らなかったんですけど。
いつやってました???
そんな時間普通に寝てました。

そこで忠義とヨコが新しい髪形披露したらしいじゃないですか???
全然ﾉｰﾁｪｯｸ。（涙

だってまひるさん、治療中の歯が痛くて

それどころじゃなくて。

最近雨降ってるから歯医者行けなくて

治療中の歯の歯茎が腫れて痛いんだよー。

奥歯だから歯が当たると痛いし

ﾏｼﾞ泣きそう。

明日、仕事行く前に歯医者行こうと思ってるんだけど

起きれなかったら木曜日まで歯医者行けないのーん。

緊急よ。

あとね、月末、給料が出たら縮毛矯正かけてこようと

思って。

もう根元なんてくせが出ちゃってｼﾞﾘｼﾞﾘだもん。

１番かけたいのは前髪だけどね。

なんかもさっちゃってるから。

エイトコンまでにはなんとかしたいわけでして。

そろそろ梅雨にも入りそうだし。

うー。ﾏｼﾞ歯茎が痛い。

しかも今日、すでに眠いし。（笑

今日はさっさとﾌﾞﾛｸﾞ書いて早く寝て

歯医者に行って仕事に行くに限るよ。

なんか来週、再来週と予定がｷﾞｭｳｷﾞｭｳに詰まってて



ちょっと憂鬱。

あ。でもその中にはエイトコンも含まれるので

憂鬱などと言ってる場合じゃねー。

エイトコンの準備もしなくちゃならないのに。

布団ﾂｱｰ３日、４日と観て来ます。

久々に空（＠章大）の東京宅にお泊りっぽい。

何年ぶりだろ???
全然覚えてないよ。（苦笑

あ。そだ。うちの近くにまた漫喫が出来るらしい。

うちの近く結構多くてこれで３件目。

出来たらちょっと行ってみようかなぁーって

思ってて。

そんなの出来るの全然知らなくて

空からこの間聞いて知ったってゆーね。（笑

でも漫喫って落ち着く店と落ち着かない店が

あるよね。

漫喫でﾗﾌﾞ☆ｺﾝを読みたいんだよねー。

何を言ってる今更って感じなんだけどねー。

あとﾊﾁｸﾛも読みたいし。

読みたい漫画たくさんあるから

６時間ｺｰｽで行きたいなって思ってて。

そ、そ。そういえばﾌﾙﾊﾞの最新巻が出てるんだよね。

今日買って来ようと思って忘れた。

NANAも漫喫で読むﾀｲﾌﾟでもう最近３冊ぐらい読んでない。
だからそろそろ漫喫の時期なのです。

そそ。で、空の忠義を見た感想。

男前は何しても男前だね。

当然!!!!!
あたりきしゃりきだよ。

大倉忠義はﾏｼﾞで男前です。

でも数年前まで空たんはﾌﾞｻ○ｸって言ってました。

何言っちゃってるんですか???
まひるは宝石の原石を見つけるのがうまい女ですよ。



田口淳之介もいち早く発見しましたから!!!!!
田口担だった時なんて何年前だ???
６〜７年ぐらい前だよ。

ありえねー。

だから大倉忠義も５〜６年前からｶｯｺﾖｽって

ずっと空に言ってきたのに

最近になって忠義の男前度が分かったとか

言われちゃって。

気づくのおせーよ。

元担のK.Fくんだって原石ですよ。
K.Fくん元気にしてるかなぁ。
最近ってゆーか全然噂聞かないんだよねー。

いろいろﾈｯﾄﾁｪｯｸしてるんだけどねー。

でもまひる、相葉ちゃんにだけは今は愛はないのね。（苦笑

雑誌見て可愛いなぁって思う程度で。

でもじゅんのとかK.Fくんとか仁ちゃんとかには
愛はある。

異性としてってよりも愛着ってゆーのかなぁ。

なんかそんな感じ。

うまく言えないんだけど

切っても切れない想いがある。

大倉忠義とは全然違うんだけどね。

忠義はもう全身全霊で愛してますから!!!!!

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

火曜日辺りを予定してますので

ｽﾞﾊﾞﾊﾞﾝとｺﾒﾝﾄください。

遠慮なく。（笑

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.05.22 Mon 大倉忠義級ﾘｯﾁﾏﾝ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

歯医者無事に行ってきた。

でも午前中ｷﾞﾘ。

１１時に行って終わってそのまま仕事に行ったよぅ。

歯の当たりどころが悪くて

歯茎が腫れてたみたいで

なんとか歯を削ってもらって

薬もらって終了。

つーかいつになったらまひるの歯は治るのさ。

もう１ヶ月ぐらい通院してるんですけど。

もっそいﾁﾋﾞﾁﾋﾞやられてて歯１本治すのに

１ヶ月なんですけど。

ごっそりやっちゃってよ。

しかも仕事行く途中でﾓｯｽﾞﾍｱｰのｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ買いに行って

途中で気づいた。

詰め替え用買えば良かったってことに。

確かまだ容器はあったはず。

半値だったんですけど!!!!!
無駄にしちゃったよー。

つーかもうﾊﾟﾝﾃｰﾝを使いたいんだって!!!!!!
ﾓｯｽﾞﾍｱｰじゃなくて。

ｵｶﾝが余分にｼｬﾝﾌﾟｰ買ってくるからー。

普段は全然買ってこないくせに。

しかも途中でﾌｧｼｵのｱｲﾗｲﾅｰ買えば良かったと思った。

ちなみに誰かこのｱｲﾗｲﾅｰ落ちなくていいですよ。

ってのあったら教えてください。

まひるが使うとどうもﾊﾟﾝﾀﾞ目になってしまうらしく

普段ｱｲﾗｲﾝ引いてないんだよね。

でも黒髪命で行くからそしたらやっかし

ｱｲﾗｲﾝは必要かなと。



だってよくまつげとまつげの間にﾁﾋﾞﾁﾋﾞ引いていけって

雑誌とか見ると書いてあるじゃん???
まつげとまつげの間なんてまひるさんは

ほぼありません。

密集してます。

しかもまつげ、ごっつ長いです。

ﾌｧｯｻ〜って生えてます。

それのどこにﾗｲﾝを引けというのじゃ。

誰か教えてくれー。

つーか月曜日、店長にｼﾌﾄが代わってた。

店長、もっそいやりづらいから苦手なんだよねー。

出来れば店長とｼﾌﾄ一緒に入りたくなくて。

今週末なんて２ｼｮよ。

人いなくて２ｼｮ。

最悪。

そんな２ｼｮｲﾗﾈ。

今日はS氏が一緒だったからいいけど。
S氏いないと生き地獄みたいになるんだもん。
まひるも自分から話降るﾀｲﾌﾟじゃないし、

店長もそうだから無言の応酬だよ。

そ、そ。前回東京行った時に

折りたたみの傘を買ったのね。

なんか他にも可愛いやつたくさんあったのに

なぜか空（＠章大）と色違いの

しかもまひるのは黄緑と言うより若草色???抹茶色???
つーかﾊﾞﾊﾞｧ色の傘を買わされました。

空たんに!!!!!!
ということをまだ根に持ってます。（笑

ﾌﾞﾀしゃんの傘を買わせろやー。（ｳｿです。

なんか気がかりなことが多すぎてｲﾔ。

まず歯がいつ治るのか。



エイトコンは何を着てったらいいのか。

月末に美容院は行けるのか。

今週、通院に行けるのか。

雨が多いから車の免許を持ってないまひるとしては

やりたいことがはかどらないのですよ。

歯医者もﾊﾟﾝﾊﾟﾝ行けたら

もっそいはかどるのに。

週に１回行けるかどうかじゃ進まないよね。(涙
ﾊﾞｽも本数が半分ぐらいに減ってしまって

ごっつ不便になったし。

ﾀｸれるほどﾘｯﾁﾏﾝじゃないし。

ﾘｯﾁﾏﾝになりてぇー!!!!!!

大倉忠義のようにｳﾞｨﾄﾝのｷｬﾘｰにﾛﾚｯｸｽを20歳そこそこで
持ってしまうようなﾘｯﾁﾏﾝになりてぇー!!!!!
どんだけ稼いでるんですか???
通帳見せい!!!!!
まひるはｼﾞｬﾆｦﾀ貧乏なので

貯金の貯の字もありませんが。

でもﾎﾝﾄは錦戸亮の持ってるｼﾙﾊﾞｰのｷｬﾘｰが

欲しいんですけど。

しかも亮ちゃんもﾛﾚｯｸｽしてるよね???
まひるもﾛﾚｯｸｽが欲しいだにー。

永遠の憧れだにー。

ってうちの弟も生意気にﾛﾚｯｸｽしてますけど。（抹殺

つーか部屋が汚すぎて死んだ。

そんなわけでちょっと片付けてみた。

明日、雑誌を片付けようー。

なんか雑誌は違う部屋に置いてあるんだけど

畳の部屋なのね。

だからなんか畳が抜けそうとかいつも思う。

なんてたって１０年分のｦﾀ誌とﾋﾞﾃﾞｵに囲まれてるからね。

なんか友達にﾀﾞﾋﾞってもらった光GENJIﾗｽﾄﾗｲﾌﾞの
ﾋﾞﾃﾞｵとかもあるし。（笑



嵐がﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙの応援やってた時の試合のﾋﾞﾃﾞｵも

未編集のままあるし。（笑

ｦﾀｸってこえぇー。（笑

この間、空とご飯食べに行った時に

後ろに座ってた男の人の笑い方が

相葉ちゃんにそっくりで。（笑

まひるは顔を見てないんだけど

別にかっこよくもなんともなかったらしい。

でも相葉ちゃんって変わった笑い方するよね???（笑
ずぇーったい大倉忠義みたいな笑い方

する人なんていないと思う。

忠義も特徴ある笑い方するよね。

基本は低音。

でも安田章大の低音ぶりにもびっくりですけどね。

まひるは声変わりする前の

章大の声がｲﾝﾊﾟｸﾄあって

まさか声変わり前とも知らず安田章大は

そうゆう声なんだって思ってたもん。

って空に言ったら笑われた。

ｽﾏﾈｰ!!!!!!

つーかｵｶﾝに今日、くま出来てるよ。

って言われた。

確かに寝不足だ。

歯医者行ったからね。

あ。でも６時間は寝てる。

１２時間は寝ないとﾀﾞﾒな女ですから!!!!!
そうゆうとこがﾀﾞﾒな女なんだけど。

ﾀﾞﾒﾀﾞﾒづくしです。

つーか大倉忠義も丸山隆平もびっくりしてしまうような

素晴らしいくせ毛なんですけど。

久々に見たね。



気になって仕方がないから来週即美容院行きます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明日辺りやりたいなと思ってます。
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2006.05.24 Wed ﾍﾀ友。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、午前中に会社から電話あって

午後から出て欲しいって言われて

ま、来週休みもらうから仕方ないなぁって

思って仕事に行って来ました。

それで今日は午前中から美容院に行って来て

お昼頃帰ってきたとこ。

なんか前髪切られすぎてｶｯﾊﾟくんみたいな頭に

なってますけどぉー。（笑

あ。で、縮毛矯正かけたので

また綺麗なｽﾄﾚｰﾄ復活。

しかも軽くなった。

今までもっさりしてたからね。

で、美容院で後から来た人なんだけど

ｴｸｽﾃとりに来てた人がいて

美容師さんに「いつつけたの???」って
聞かれて「１ヶ月も経ってないんですけどー。」って。

なんかどうやらたくさんつけすぎて頭がかゆくて

仕方がなかったらしい。

で、とってから「何本ぐらいついてました???」って
聞いて美容師さんに「４０本ぐらい。」って言われてました。

そりゃかゆいよ!!!!!
まひるは４〜５本つけようと思ってるんだけど

まだつけてない。

ｴｸｽﾃの専門店に行ってつけようと思ってるから

まだなんだよね。

しかもちょっと迷ってる。

頭ｶﾞｼｶﾞｼ洗えなくなったらｲﾔだしなぁって。

ヒナちゃんなんてもっそい根元から編込みでついてるじゃん???
あれは絶対かゆいって!!!!
絶対耐えきれなくなって取ると思うわー。（笑

梅雨の時期とかもっそいﾔﾊﾞそう。



つーかヨコのﾄﾏﾄのﾍﾀみたいな頭見たよぅ。（笑

とりあえず横山さんは静止画はﾔﾊﾞｲので

生で見て感想言うわー。

ま、まひるもﾅｽのﾍﾀみたいな前髪してますけど。

ﾍﾀ仲間です。

ﾍﾀ友です。（笑

友達じゃないけど。（笑

友達になりたい願望。（笑

あ。そだ。

昨日の「ｽｶ☆J」ね。
もう本編なんてどうでもいいんだって!!!!!

ｲﾔｰｴｽﾃですよ。
錦戸亮、感じすぎです。（笑

で、まひるは見てないんだけど

忠義の忠義がーorz（笑
とか。

ﾏｼﾞでか???
そんなとこばっか見てるｦﾀも多数いるのねー。

ﾏｼﾞそれがｳｹる。

気持ちよかったのね。

忠義さん。（笑

そりゃ、ｲﾔっていうはずだわ。（笑

耳って自分で掃除しても気持ち良いもんね。

ちなみにまひるさんのｳｲｰｸﾎﾟｲﾝﾂなので

内緒話とか出来ない人です。

ｲﾔｰﾝﾊﾞｶｰﾝ状態です。（笑

ﾏｼﾞ最近ｽｶ☆Jは本編よりそっちの方が面白いんだよね。
って先週見てないけど。（苦笑

先週は寝てました。

最近ﾚｺﾒﾝも全然聴いてないし、

ｦﾀ生活からちょっと離れてた。

少ｸﾗもまだ見てないし。



来週のお休みの日にでも見ようかなって

思ってるんだけどね。

でも来週は買い物にも行きたいんだよね。

化粧品を買いたくて。

ｱｲﾗｲﾅｰとかいろいろ。

最近全然化粧品買ってないし。

ﾏﾆｷｭｱはよく買うんだけどね。

ﾎﾟｰﾁの中だけで（最近買ったもの）２０本ぐらいあるし、

ﾊﾟｿ机の上にも５本乗ってるし。

引き出しとかあけると５０本ぐらい入ってるし。

ま、使えないやつとかも多分あると思うんだけどね。

なんか固まったﾏﾆｷｭｱを溶かす液体を買ったから

それでお気に入りのﾏﾆｷｭｱ溶かしたんだけど

結構使える。

我ながらﾅｲｽｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

しおりんさん（＠忠義）

あき（＠忠義）

かず（＠忠義）

ナナ美さん（＠亮・忠義）

ゆりえさん（＠忠義）

真冬（＠忠義）

フゥ太さん（＠忠義）

なっつんさん（＠忠義）

はる（＠仁・亮）

みずき（＠章大）

ゆかさん（＠忠義）

なつみ（＠忠義）
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ななさん（＠忠義）

ちはなさん（＠亮） しおりんさん（＠忠義）
男でも色気は必要です!!!!!
もちろん!!!!!
その点はたちょはｸﾘｱしてると思いますねぇ。

ｾｸｼｰですよ。

十分に。

ヨコの甘えたさんですか???
あれは全然可愛いです。

まひるもたちょが靴下まで履かせて欲しいと言ったら

（言わなくても）履かせます。

靴下ぐらい全然OKですよ。
ヒナが言ったらどつきますね。(笑
ｳｿですけど。（笑

エイトメンなら誰でも靴下まで履かせてあげますよ。

ピロキがいるとかいないとかに関わらず

忠義ﾌﾞｰﾑはきてると思いますよ。

そ、そ。ﾎﾑﾍﾟに遊びに行ったんですけど

画面が真っ白に文字が書いてあるだけで

前みたく画像がｱｯﾌﾟされてなかったのですけど···。

あき（＠忠義）

たちょの女関係の話はいくつも聞くんだけど

どれがﾎﾝﾄでどれがｳｿかなんて本人か身内しか

知らない話だからｽﾙｰしてるんだけどね。

だってﾎﾝﾄお年頃だから彼女とかいろいろいても

おかしくないし。

いろいろって何だよ。（笑

まひるは７人のエイトに不安とかは感じてないんだけど

でもNEWSは不安になる。
エイトは結束力が強いから回りに助けられてる部分すごく

多くてだから不安とかはないのね。

不安はないけどﾛﾏﾈを聴くとやっぱり

ﾋﾟﾛｷのことを考えるよね。

去年の前夜祭の時のﾒﾝﾊﾞｰの頑張りとか

励ましとかそうゆうものを思い出して



不安っていうよりﾒﾝﾊﾞｰの温かさを感じて

泣くことが多いかな。

わー。まひるも１０００円のｷｬﾘｰだよ。（笑

絶対使ってる間にｺﾞﾛが取れるね。（笑

だから安くて頑丈のｷｬﾘｰ探してるんだけどね。

だいたい良いやつだと１００００円ぐらいはするよね。

うーん。悩む。

ﾌﾗﾝｸﾐｭｰﾗｰかぁ。

まひる、ﾒﾝｽﾞのごつい系が１本欲しいから

ｽﾋﾟｰﾄﾞﾏｽﾀｰとかでもいいんだけど。（笑

今使ってるのはｳﾞｨﾄﾝかｽｲｽ製のどこかのﾌﾞﾗﾝﾄﾞの時計。

え???ｽｲｽ製だったっけ???（笑
忘れた。（笑

かず（＠忠義）

まひるは今回大阪に行けなかったので

代々木は死守せねばって思ってた。（笑

まひるもｽﾃｰｼﾞﾌｫﾄとﾏｼﾞｶﾙﾊﾞﾝﾄﾞをもう１ｺ買おうかなって

思ってて。

あとお金に余裕があったらｸﾘｱﾌｧｲﾙ残りの６人分も

欲しいなって思ってて。

ｸﾘｱﾌｧｲﾙめっさｶｯｺｲｲよね???

ナナ美さん（＠亮・忠義）

まひるはｦﾀを一部の人にしか公表してないので

割と冷静な目で見てるんですけど

忠義の認知度はまだまだですよね。

３馬鹿と亮ちゃんは昔からｼﾞｭﾆｺﾝとかにも出てたし、

雑誌にも載ってたし、

TVとか出ても結構ﾒｲﾝでしゃべってますもんね。
まひるも誰と付き合ってるとかわかっても

あんまり気にしないですよ。

最初のうちは凹むんですけど

でもどうせなら特定の誰かとまじめに

お付き合いをしてくれる方が嬉しいから。



どの人とも中途半端にされるのが

１番ｲﾔですね。

ゆりえさん（＠忠義）

生忠義、生エイトはどうでした???
なんか名古屋の最後の公演ですばるとかが

ヒナがﾊﾟﾝｲﾁになってたので

脱がそうとしたみたいですけど

それ見ました???（笑
つーかﾊﾟﾝｲﾁってー!!!!!って
思ったまひるです。

真冬（＠忠義）

ﾔｹﾄﾞの跡、内側でよかったねー。

なんか表面にあるとちょっと痛々しいよね。

相葉ちゃんの肩にあざがあるの知ってる???
あれはただのあざみたいなんだけど

妙に痛々しくて。

でも本人はそう思われるのが１番ｲﾔなんだって。

あー。まひるの妄想???（笑
そんな大人にならないように。（笑

なんか昨日の「ｽｶ☆J」の時もﾓｯｺｼしてた
みたいだし。（笑

気持ちよくてつい。（笑

ﾏｼﾞｳｹる。

犬の写ﾒ、ﾏｼﾞ笑った。

自分で酷いなぁって思ったけどでも実際に

面白かったんだもん。

まひるも最近TV見てないよー。
まだ少ｸﾗも見てないし、先週のｽｶ☆Jもほんじゃにも
見てないもん。

フゥ太さん（＠忠義）

はい。生忠義、ｶﾞﾝ見してきますね。（笑



女関係のｳﾜｻもなんのその。（笑

代々木は簡単にﾚﾎﾟったりしますね。

たぶん記憶力あんまりよくないんで

空（＠章大）と話してるうちに思い出したり

することたくさんあると思うんですけどね。

期待せずにお待ちください。（笑

なっつんさん（＠忠義）

お久しぶりです。

覚えてますよー。もちろん。

ﾃﾝﾌﾟﾚは自分で作ったり、友達に画像作ってもらったりと

両方ですね。

今回のやつはいろいろ指定して友達に

画像作ってもらいました。

ｽｯｺﾞｲ可愛く出来てて友達に感謝しています。

まひるもまだまだ未熟なので

そんなにうまくはいじれないんですけどね。

はる（＠仁・亮）

まひるもよく相方に章大のこといじってあげてます。（笑

やす、ちっちゃいよね???（笑
絶対まひるぐらいしか身長ないとか言って

いじめてます。（笑

ちなみにまひるは１６０ｾﾝﾁｼﾞｬｽﾄ。

はっ!!!!
仁ちゃん、今年で２２歳なんだ。

忘れてた。

そうだー。まひるの１ｺ下だー。

自担だったくせに。（笑

えー。全然ｹﾝｶになんないよ。（笑

従うもん。（笑

ある意味奴隷だから。（笑

ﾜｰ。変態ｺﾒﾝﾄ。（笑

最近、火曜日に仕事２１時まで入ってるから

中原翔太が見れません。（涙



はるちゃん、勉強頑張って!!!!!（笑

みずき（＠章大）

ｻﾙﾁﾞｴ、章大と丸が出た時も笑ったけど

きっと忠義とヨコだったら自分的にﾂﾎﾞかなって。（笑

ｵﾊﾞﾁｬﾝROCKﾌﾗｹﾞしないとねー。
Mｽﾃとかいろいろ歌番組も決定したし、
楽しみだね。

まひる的にはやっかしHEY３に出て欲しいんだけどね。
あ。あとうたばん。

中居兄さんとの絡みが見たい。（笑

前に数取団で一緒になったことあるし。（笑

ゆかさん（＠忠義）

まひるは最初、代々木のｵｰﾗｽしか申し込んでなかったんですよ。

それがなぜか追加でもなく

３日の１８時公演にまわされて

で、しかも席が最悪だったので

相方がﾁｹｯﾄ探してくれてそれでｵｰﾗｽ入れることに

なったんですよー。

ゆかさんも４日のﾁｹｯﾄ見つかるといいですね。

あ!!!!
いやいや、ﾌﾞﾛｸﾞのﾄｯﾌﾟにある画像はﾓﾃﾞﾙさんなんですよー。

だから全然まひるなんて可愛くもないんですけど。（涙

そうなんですよねー。

忠義が幸せだったら女関係なんていいんです。

お互い忠義に片思い同士頑張りましょうねー。

あ。全然呼びﾀﾒOKですよ。

なつみ（＠忠義）

ｻｲﾄ褒めてくれてありがとー!!!!
今回は友達に上の画像作ってもらったの。

もっそい可愛いよね。

友達には感謝感謝ですよ。



えぇ????ﾏｼﾞでか???（笑
滝つがCMやってた頃、園児だったの???
ﾏｼﾞでぇ???
ｵﾊﾞﾁｬﾝｼｮｯｸやわー。（笑

まひるはたぶん小学生だったと思う。

うん。うちの近くに漫喫出来るよ。

漫喫何気に好きなんだよね。

そう、ﾗﾌﾞ☆ｺﾝ未だに見たことなくて。

あー。そういえば「１歳から１００歳の夢」ってたちょ、

良いって言ってたよね???
なんか最近そうゆうのも全然ﾁｪｯｸしてなくて

もっそいﾔﾊﾞｲって思うわー。

OK。布団魂頑張ってくるよ。
ﾚﾎﾟっちゃうからねーん。

ななさん（＠忠義）

ｻｲﾄ褒めてくれてありがとうー。

今回は自分の希望出して友達に作ってもらいました。

歯医者ってﾄﾞｷﾄﾞｷするよね???（笑
次何されるんだろう???とか思うともっそい怖い。(笑
「安田!!巻きで!!」的なこと何かあったら
楽しいなぁって思ってます。

空に頑張ってうちわ作らせます。（笑

「ｽｶ☆Jのｳﾗ」はﾉｰﾁｪｯｸでしたね。
油断してました。

空が録画してたそうなのでﾀﾞﾋﾞってもらうことに

なりました。

ﾗﾌﾞ☆ｺﾝ、まだちょこっとしか読んだことなくて。

でも近々漫喫に行って熟読してきたいと思ってます。（笑

ｻﾙﾁﾞｴ楽しみだよねー。

もうすぐ放送だし。ｸﾞﾌ。（笑

ちはなさん（＠亮）

改めて初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。



いえいえ、こちらこそﾒﾛ友のお誘いありがとう

ございました。

そ、そんなｽﾃｷな方だなんてもったいないお言葉です。

まひるなんてただの変態ﾌﾞﾛｸﾞ書きですから。（笑

これを機会にぜひぜひ仲良くしてください。



2006.05.25 Thu ﾎﾟｲﾝﾂだけおさらい!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾔｯﾎｰｲ!!!!
ﾃﾚ朝のﾄﾞﾗﾏ見てたら

まひるの大好きな我聞さんが!!!!!
ﾃﾝｿﾝ上がった!!!!!
しかも７・３分け。（笑

男前やーん。
わ。最後、我聞さんが犯人だった。（涙

ﾉｰﾝ!!!!

つーかもっそい眠いよぅ。

最近睡眠時間が短くてもっそい眠いやー。

１２時間は寝たい人だし。（笑

その半分ぐらいしか寝てないもんなぁ。

何気にｸﾏってるし。（苦笑

今夜こそﾚｺﾒﾝ聴こうとか思ってるから

結局寝るの１時過ぎだよなぁ。

つーか今日可愛いﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝがあったんだけど

結局買わなかった。

４００円ぐらいの話なんだけど

試し書きをするとこがなくて

書き味がわからなかったから

使いづらくて４００円も出すのは不満だわって

思って結局元に戻した。

ちなみに今、家で使ってるのは

ﾘｻとｶﾞｽﾊﾟｰﾙのﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝなんだけど

可愛いわりに使いにくい。

だったら漫画買った時に付録でついてきた



ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝの方が書きやすいんだよね。（笑

でもきっとまた４００円のﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ

気になって見に行くと思うわ。（笑

じゃ、買えよ!!!!!って話ですよねー。
まぁまぁ落ち着いて。（笑

そう、それで気になってたんだけど

今日１日太ももの裏側と腰が筋肉痛で。（笑

でも思い当たるふしがないんだよね。

だからﾊﾟｿとかやってても足が痛いし、

結構ｷﾂｲ。

ﾎﾝﾄ早く寝たいのでﾚｺﾒﾝは起きていられたら

聴きます。

って毎週そう言って聴いてないんだよね。

最近。（苦笑

でも気になってちょこっと聴いてみたりはするのね。

ヨコの体重の話とかも聴いたし。

もっそいしぶって教えてくれなくて

結局６５ｷﾛって白状したけど

ﾊﾟﾝﾌに６０ｷﾛって書いてあって

もっそいｻﾊﾞ読んでる!!!!!ってｳｹた。
うちの弟が１８４ｾﾝﾁぐらいあるのに

６０ｷﾛないんだよね。

どんだけもやしっこなんだよ!!!!!って
ぶっちゃけ羨ましい大倉担まひるです。

つーか最近「勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ」のｺｰﾅｰお休みしてて
すみません。

（つーかｺｰﾅｰだったのか???）
ﾏｼﾞﾒに時間がないのです。

余裕がないのです。

なのでエイトのみなさん申し訳ありません。

と謝ってみても

あれは「勝手に」なので

勝手気ままなのです。（無理な言い訳）



自分でもあれやらないと∞ﾚﾝを読んでる気がしないぐらい
気持ちの悪いものなのですが

やると実際ﾄﾛｲまひるのことなので

２時間ぐらいかかるのです。

なので時間がないのです。

そんなわけで「∞ﾚﾝ、ﾎﾟｲﾝﾂだけおさらい!!!!!」のｺｰﾅｰ!!!!!（笑
ﾄﾞﾝﾄﾞﾝﾊﾟﾌﾊﾟﾌー!!!!!

亮ちゃんの

「歩こ−！」の意味が全くわからない
ｱﾝﾎﾟﾝﾀﾝです。

誰か分かった人います???
いたらぜひ教えてください。

すばるのすっごい周りを

大切に思う気持ちしかと受け取りましたぞ。

すばるは他人の痛みの分かる優しい繊細な人だと

まひるは思います。

そんなすばーが大好きです。

忠義へ。

なんか別にｴﾛｲ発言なんてちっともしてないのに

妙にｴﾛｲと思ってしまうのはまひるが病気だからですか???
なんかもう忠義のｲﾒｰｼﾞですかねぇ。（笑

ただよっちゃん、そんなｲﾒｰｼﾞで見られてますよーん。（笑

そしてエイトのみんなへ。

大阪、名古屋に負けず、代々木も熱いと思うので

ﾃﾝｼｮﾝぶち上げでいきましょう。

ぶち上げ天国だーい。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

来週のお休みに出来たらやりまーす。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾝﾄｶﾞｼｶﾞｼください。



2006.05.26 Fri ﾊﾞｯﾁﾘ·ｸﾞｰ。（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

相変わらず筋肉痛の大倉担まひるですけどもー。

うー。うまく髪型が決まらない。（涙

特に右側の肩につく部分。

肩についてはねてしまうのよーん。

これは伸びるのを待つのみだしなぁ。

早く髪伸びないかなぁ。

ｻｲﾄﾞの髪が胸ぐらいまでくるまで伸ばしたいなぁ。

あと１０ｾﾝﾁぐらい。

ちなみにもっそいｼｬｷﾞｰが入ってて

１番短いところが唇ぐらいなんだよねー。

そこも伸ばしたいんだけど

普通に切られてしまった。（涙

ちょっと、ちょっとちょっと。

そこはどうするか聞いてくれよーん。

ま、どうせしばらく放置しますわ。

ｶｯﾄだけ少し伸びたら

いつもの美容院に行ってやってもらうわー。

あ。そ、そ。月曜日、「下妻物語」がやるのよねー。

実はまひる見たい見たいと思っていながら

見たことなくて。

だから楽しみなんだよねー。

仕事終わってからだから

２２時近くからになってしまうかもだけど

お楽しみってことで。

今日、仕事の帰りにﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱに行ったのね。

で、ﾘｯﾌﾟとｸﾞﾛｽとｱｲﾗｲﾅｰとﾊﾟｯｸを買ったんだ。

ﾘｯﾌﾟまたﾋﾟﾝｸ買ったんだけど

ちょっとﾍﾞｰｼﾞｭにすれば良かったかなぁと。



ちなみに今使ってるのもﾋﾟﾝｸなんだけど。

ｵﾚﾝｼﾞﾒｲｸも可愛いかなと。

しかも今、化粧品の整理してたらﾋﾟﾝｸのﾘｯﾌﾟなんて

買わなくても３〜４本見つかったし。

ﾍﾞｰｼﾞｭ買えば良かったー!!!!!
SHOCK　ME!!!!!
でもｱｲｼｬﾄﾞｰがもっそい可愛い色たくさん

見つかって嬉しい。

エイトコン行く前にどんなﾒｲｸにして行くか

試してみないと。

わー。もっそい楽しみー。

ちなみに初めて自分で固定してやってたﾒｲｸが

ｵﾚﾝｼﾞﾒｲｸだった。

友達のお父さんがﾏｯｸｽﾌｧｸﾀｰに勤めていて

それで好きな色のﾘｯﾌﾟを持って行っていいよって

言われてｵﾚﾝｼﾞとﾀﾞｰｸﾚｯﾄﾞをもらったの

今でも覚えてるよ。

まひるは化粧品とかに興味を持ったのが遅くて

高校に入ってからだったんだよね。

中学の時はみんな普通に学校でﾒｲｸとかしてて

先生に怒られたりしてたのね。

でもまひるは全然ﾒｲｸしようとか思ったことがなくて

精々色つきのﾘｯﾌﾟｸﾘｰﾑを塗るぐらいだった。（笑

どんだけおしゃれっけのない子だったんでしょう。（笑

で、高校に入って急に目覚めてね。（笑

洋服を縫うことはもう小学生ぐらいから

目覚めてたんだけど

たぶんｾﾝｽとかはなかった気がする。（笑

今もたいしたｾﾝｽしてないんだけどね。

でも人と違う服装をしようとは思うね。

あんまり流行りに左右されるﾀｲﾌﾟではないらしい。

良い部分は取り入れたいって思うけど

至って普通の人なのである。（笑

つーかわが道を行くﾀｲﾌﾟ。（笑

つーかこの間、美容院でﾍｱｶﾀﾛｸﾞ見てて



もっそいｼｮｰﾄで可愛い髪形があって

一瞬悩んだね。

切ってしまおうかと。

でも短くするのはいつでも出来るし、

頑張ってここまで伸ばしたんだしって思って

思いとどまった。

今思えば思いとどまって良かったなって思うよ。

ちなみに中学時代までｼｮｰﾄで高校からｾﾐﾛﾝｸﾞで

今、ﾛﾝｸﾞ。

自分では今もｾﾐﾛﾝｸﾞだと思ってたんだけど

空（＠章大）にﾛﾝｸﾞです!!!!!って言われた。（笑
美容院に行ったらﾛﾝｸﾞ料金ですって

言われるよって言われてちょっと凹んだ。

確かに後ろは長い。

けど自分ではｻｲﾄﾞの髪しか普段見ないじゃん???
ｻｲﾄﾞの髪が鎖骨よりちょっと下ぐらいしか

ないんだもん。

あ。十分ﾛﾝｸﾞだ。（笑

つーか今、ｵﾘｽﾀを買ってくるのを忘れたので

いつもの本屋に電話して

「ｵﾘｺﾝｽﾀｲﾙまだありますか???」って聞いて
「はい。あります。」って言われたので

「お取り置きをお願いしたいんですけど。」って言ったら

「はい。福原さんですね。」って言われたー!!!!!
名乗ってないのに。

声ﾊﾞﾚしてるがな!!!!!
恥ずかしいじゃねーか!!!!!!
ｦﾀｸ扱いだよー。（笑

まだﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞのDVDどこで予約するのか決めてないし。
何気にﾄﾛｲ人。（笑

そんなわけで

待ってろよー!!!!!



大倉忠義!!!!!

あと８日。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

来週やるんでﾊﾞﾊﾞﾝとｺﾒﾝﾄ待ってます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.05.27 Sat 頭の中は真ｯﾋﾟﾝｸな黄緑な人。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ｻｯｶｰ日本代表をｻﾎﾟっちゃおうぜってことで

ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞﾘﾝｸﾞ購入。（笑

我ながらﾐｰﾊｰ。

ちなみにﾒｯｾｰｼﾞ折鶴の折り紙つきなので

中村俊輔選手大好きなまひるとしてはｳｽﾞｳｽﾞしてて

しかもﾈｯﾄで見たらうちのもっそい近くで

回収していたので即参加ｹﾃｰｲ!!!!!（笑
ｻｯｶｰ大好きな空（＠章大）も強制参加させる予定です。

ﾎﾝﾄね、一時期ﾊﾟｿのﾒｱﾄﾞを中村俊輔選手名前絡みで

使ってたからね。

ﾊﾟｿの壁紙も中村俊輔選手だったことあるし。

もっそい好き。ｸﾞﾌﾌ。

つーかあまりにも疲れたので

今日はﾁｮｺﾗBBを飲んだですよ。
栄養ﾄﾞﾘﾝｸに頼るとは錦戸亮ﾊﾞﾘです。

だって相変わらず筋肉痛でしんどいもん。

ちなみになぜ筋肉痛なのか原因は分かったんですけど。

ﾌﾞﾛｸﾞにも書いたんだけど

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのﾗﾍﾞﾙ剥がしを５０本やって

ﾎﾞﾄﾙをつぶしたからです。

だからずっと立ったり座ったりの

屈伸運動をしてたわけですよ。

それでまんまと筋肉痛なのですが。

しょぼい理由でｺﾞﾒﾝなすって。

おかげさまで腰と太ももの裏が筋肉痛なのです。

あー。そうそう、光一様のｿﾛｼﾝｸﾞﾙを予約しないとな

と思ってまして。



買うんか!!!!!
買うって!!!!!
なんか予約出来るかどうかわからないみたいな話を

ちょっと聞いたので不安になりましてー。

だから早めに予約しないとﾔﾊﾞｲかもです。

ふぅー。

早めに３日と４日、仕事休み入れといて良かったよー。

なんか３日に休みたいって人もいて

４日に休みたいって人もいて

代わってくれる人募集って掲示板に書いてあったから。

危うくお休みもらえないとこだったよ。

なんか危機を感じてたんだよねー。

だから今月に入ってすぐ店長に言ったら

「どうしてもですか???」ってやっかし聞かれたし。
「どうしてもです。」って言ってやったけど。（笑

なかなかまひるさんの直感もさえてますなぁ。

つーか山梨にまたｽｶﾊﾟﾗが来るんですがー。

行きたいんですがー。

お金がなかとです。号(┳◇┳)泣
ｽｶﾊﾟﾗのﾗｲﾌﾞは２回だけ観に行ったことあるんだけど

ｽｯｺﾞｲ楽しい〜。

しかも２回目の時がJAZZのｲﾍﾞﾝﾄで。
まひるの尊敬するde-ga-showさんとかも出てて
しかも仕事で行ってたからｽｶﾊﾟﾗさんと

de-ga-showさんにｻｲﾝをもらってね。
何この図々しさ。（笑

どっちも部屋に飾ってあります。

仕事で行ってたのにほとんどまひるは遊び。

ﾗｲﾌﾞも見放題だったし、楽屋もお邪魔しちゃったし。

野外のﾗｲﾌﾞだったからｽｯｺﾞｲ気持ちよかったよーん。

またそんなお仕事がしたいなぁと思う今日この頃。



つーか気づいたんですけど

なぜかｻｲﾄﾞの髪がｱｼﾝﾒになってるんです。

しかもｱｼﾝﾒにしようと思ってしたわけではなく

ただのﾍﾀｸｿです。

右側の方が長いの。（笑

普通にしてれば気がつかないんだけど

ちょこっと髪型いじると右側の方が長いのがわかる。

なので次のお休みに直してもらいに行こうと思ってます。

どんだけﾍﾀｸｿなんだよ。

今までｶｯﾄしなおしてもらいに行ったことなんて

ないし。

ﾊﾟｰﾏはあるけど。

最近大倉忠義ﾈﾀがないです。

なんかエイトコンの準備に追われてるんだけど

実感がなくて。

来週末、エイトに会えるんだってゆー実感がないの。

なので緊張感も全くないんですけど。

忠義がｴﾛの塊にしか見えないことぐらい???(笑
で、Webではｴﾛ満載なこと書いてるくせして
舞台上ではカワイコぶっちゃったりしてさ。（笑

そんなとこが小憎たらしいんですけど。

頭の中は真ｯﾋﾟﾝｸのくせに!!!!!

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

来週やりまーす。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.05.28 Sun ２４時間TV見ちゃる。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

店長と２ｼｮのｼﾌﾄが終わったー!!!!!
ちなみに４時間一緒にいて

交わした言葉は２言でした。（笑

しかも店長ﾊﾞｯｸﾙｰﾑにこもりっきりだから

実質１人だし。

何が最悪ってそれだよ。

実質店を一人で回すってことが

まず無理!!!!!
しかも店長のくせにﾊﾞｲﾄみたいなｼﾌﾄでさー。

夕方５時から夜９時までってゆー

賞味４時間。

まひるが９時間働いてるのにー!!!!!
殺意を覚えるね。

そ、そ。

今日から携帯止まってます。

３１日には復活するんで

あと２日の我慢よーん。

つーか久々に携帯止まったわー。

学生の時以来???
そんなわけで用事のある方は

ﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒﾝﾄくださるかﾊﾟｿにﾒｰｳください。

ﾖﾛﾋﾟｺ。

つーかこの間、歯医者に行った時に

先生が「髪黒くした???ｽﾄﾚｰﾄにした???」って
もっそい聞かれて

「元々黒かったんですけど毛先が痛んでたんで

茶色くなっててその部分切ったから。」って言ったら



「いいねぇ。髪の毛長いと。いろいろいじれて。」って。（笑

先生ｶﾜﾕｽ。

ｶﾜﾕｽとか言っても４０近いｵｼﾞｻﾝなんだけどね。

でも初めて見てもらったのが５年前になるんだけど

先生、全然変わらない。

３０代後半ｷｰﾌﾟ。（笑

いいよね。そうゆうのって。

は。

つーか今年の２４時間TVの日は仕事お休みします。
で、ずっとTV見ます。
ﾋﾞﾃﾞｵ録画なんて手ぬるいね。

ﾊﾞﾊﾞﾝと見ちゃいます。

でもｻﾏｽﾍﾟもお休みもらわないとならないから

休めるかどうか。

つーかまひるの予測。

月末は２４時間TVがあるからTV見たくてみんなｻﾏｽﾍﾟは
避ける。

働いてる人はお盆に集中。

だから学生はそこを避けて

８月始めに集中。

と予測してみた。

はぁ???じゃ、いつ申し込めっつーの???
２４時間TV見たいしなぁ。
ま、予定通り取れたことなんてないんですけどねー。

眠いよー。

さっきからあくびが止まらないんですけど。

ﾏｼﾞ眠い。

つーかこの間の「ｽｶ☆J」で大倉忠義が
はずかしめられてるとこをﾋﾞﾃﾞｵで何度も見てやろうと

たまにSっけの目覚める福原まひるなのでした。
火曜日に見ちゃうもんねー。



つーかひわいだな。（笑

また変な検索が引っかかるから

もうこの辺でやめとこ。

ﾏｼﾞ、本編以外の部分がもっそい楽しみなの。

あっちをﾒｲﾝでお願いしたいぐらいで!!!!!
ﾏｼﾞで。ﾏｼﾞで。

なんでTV東さんって番組が安定しないんだろう。
常に番組が違ってるよね。

ｸﾞﾌﾌ。

ひわいで思い出したんだけど

裏ｼﾞｬﾆだっけ???
ﾋﾟﾛｷの全身ﾀｲﾂのﾛｹ。

あれもひわいだったな。

ﾋﾟﾛｷが可愛かったし。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

来週を予定してます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.05.29 Mon 内博貴、７周年。

内博貴　入所７周年!!!!!

事務所、入所７周年おめでとう!!!!
今はお休み期間だけど

１日も早い復帰お待ちしてます。

あなたを見守ってくれる方のためにも

頑張ってください。

エイトのみんなと笑いあってるﾋﾟﾛｷが好きです。

NEWSとして活躍してるあなたが好きです。
所詮まひるはeighterだからエイト贔屓かも
しれないけど

でもｸﾞﾙｰﾌﾟなんて関係ないよ。

内博貴、個人が好きだから。

だからどこに居てもﾋﾟﾛｷはﾋﾟﾛｷに変わりはないもん。

入所７周年おめでとう。

2006.5.29
関ジャニ∞　大倉忠義担当＊福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.05.30 Tue 大倉家の遺伝子をくれ。（熱望

こんにﾁﾊﾟ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は、朝一で美容院行ってきた。

なんかｼｬｷﾞｰ部分が左右で長さが違ったから

切りなおしてもらったの。

とりあえずなんとか。（笑

それで帰ってきてからｱｲﾗｲﾝ引く練習したんだけど

諦めの早いまひるは無理でした。（笑

また後日練習するけど

ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌだから１度失敗すると

顔洗ったりしてその繰り返しだから

瞼が痛い。

で、３回ﾁｬﾚﾝｼﾞしてやめた。（笑

もういっそのことｵｶﾝに引いてもらおうかな。（笑

ｵｶﾝ、ﾍﾙﾌﾟ・ﾐｰ!!!!!!

つーか昨日疲れて寝てもうた。

もうどうにもならないぐらい疲れてて

結局２３時頃には寝ちゃった。

んなわけで今日は朝７時ぐらいから

お目目ﾊﾟｯﾁﾘで美容院の始まる時間まで

ｳﾀﾞｳﾀﾞしてた。

で、朝ご飯食べてたら兄ちゃんから電話あって

兄ちゃんの奥さんのいとこが交通事故で

亡くなったんだって。

東京の大学に行ってるらしくて

まだ遺体は東京なんだって。

なんかまひるからしたらそんな近い関係じゃないけど

やっぱり人が亡くなるのはｲﾔなものである。

たぶん兄ちゃんの結婚式で一緒にはなってるはずだし。



だから今週末お葬式になるんじゃないかって話。

なんかうちの兄ちゃんも弟も事故ったことあって

どっちも死んじゃってもおかしくないぐらい

大きい事故だったんだけど

２人共無事で何よりである。

まひるも事故には気をつけよう。

ｺﾝﾀｸﾄしないで昼間ﾊﾞｲｸで６０ｷﾛ近く

出してる時あって

これで猫とか飛び出してきたら

たぶん死ぬなって思う時あるから。

はっ!!!!!
今日、山久のｼﾝｸﾞﾙﾌﾗｹﾞ日じゃん。

いや、もう今日は外出る気がしない。

明日、お金降ろしに行くからその時買ってくるわー。

さっき買ってくれば良かったよ。（涙

でも今日はまったりくつろぎたいから

外出ない。

あ。そだ。昨日、久々に

お店にﾋﾟｶﾘﾝにそっくしな中学生が買い物に来た。

何気にｶﾞﾝ見してみた。

ﾃﾗｶﾜﾕｽ。

なんかね、でも「八乙女光」っていうよりも

「丸山しゅう」なんだよねー。

絶対見ると「丸山しゅう」だ!!!!!って
思っちゃうもん。

たぶん制服だからかなぁ。

そうだ。制服だからだ。（笑

納得。

そんな中学生に萌えっとなってるなんて犯罪じゃん。

ﾋﾟｶﾘﾝでも十分犯罪なのに。

大倉忠義で我慢しとこ。

我慢???（笑
我慢たぁーなんて失礼な。



でもね、最近ﾁﾋﾞｼﾞｭに萌えっとなる人の気持ちが

初めてわかったよ。

でも光なんてもうﾁﾋﾞｼﾞｭも卒業だし、

伊野尾ちゃんも違うし、

まひるが可愛いと思うのはその２人限定だね。

つーか今日も午後から雨らしい。

しかも雷雨らしい。

ま、それで早く美容院に行ったんだけどね。

つーか忠義の１ｺ下の弟が

忠義よりも背が高くて男前ってﾏｼﾞですかー???
そんな家に男前が２人も居たら

気の緩む暇がないじゃないですか!!!!!
しかも１番下の弟は高校１年生なのかな???
じゃ、これからじゃないですか。（笑

男前３兄弟···｡

その遺伝子が欲しいです。（笑

ｴﾛｲな自分。（笑

もうね、結婚してくれなんて言わないよ。

遺伝子をくれ。

それで十分ですわ。

忠義に似た男の子が欲しいの。（ﾎﾟｯ

ﾎﾟｯって照れる柄か???
まぁ、良いではないか。良いではないか。

のう、忠義。（笑

お主も好きではないか。（笑

つーかあたしｷﾓｲわ。（笑

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.05.31 Wed あなたのことが好きだから。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

携帯復活しましたー。

携帯止まるともっそい不便。

寝る前に携帯から友達のﾌﾞﾛｸﾞ読んだり

出来ないし、

Webもﾁｪｯｸ出来ないし
最悪だ。

ﾌﾞﾛｸﾞのｺﾒﾝﾄもﾊﾟｿ立ち上げなきゃ読めないし、

良い事ないよ。（涙

そ、そ。今日はｻﾙﾁﾞｴですよー。

大倉忠義さん見れまーす。

横山裕さんも見れまーす。

さてこの２人は丸よりは脳年齢若いんでしょうか???
で、で、気になったんですが

岡田真澄さんが亡くなったじゃないですか???
で、新聞に岡田ｻﾙの追悼って書いてあったんで

もしや本編多少ｶｯﾄになってるとか???
だとしたらこの行き場のないﾓﾔﾓﾔ感。

まぁ、見てのお楽しみってことで。

でね、昨日いつものお店でﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞを予約したのね。

そしたら店長いなくてﾊﾞｲﾄの人が

入るかどうかわからないって言うから

じゃ、それはいつ分かるんですか???って
聞いたらそれもわからないとかほざいたので

ｱﾏｿﾞﾝで予約しちゃいました。

で、今日、山下智久のｼﾝｸﾞﾙ買いに行った時に

ﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞをｷｬﾝｾﾙしたんですよ。

そしたらたぶん大丈夫だと思うんで。



って店長に言われたので

たぶんじゃ困るんです。

もう他のお店で予約したんでｷｬﾝｾﾙでいいです。

って半ｷﾞﾚになって言ってやりました。

いつも予約してやると思ったら

大間違いなんじゃ!!!!!
たまには反省しろ。

でね、山久のｼﾝｸﾞﾙを買ってきて

即効PV見た!!!!!
通常ﾊﾞｰｼﾞｮﾝのPVが昭和みたいなPVなんですけど。（笑
最初のﾍｯﾄﾞﾎﾝして野菜とか食べまくってるとこ

河相我聞さんのPVでもあったんですけど。（笑
今時その映像はねーだろーって感じ。（笑

ｶｯｺﾖｶｯﾀけど。(笑
やっかし山下智久、男前だわー。

好き好きー。

美しい。うん。美しい。

しかも優しそうで彼女とか大切にしそうだし、

すっごい山下智久には非がない。

完璧な男。

とか前にも大倉忠義に対して非が無い男って

言った気がする。

いや、言ったよ。

今現在は案外そうでもない。（笑

忠義のこと嫌いになったとか全然そんなこともなくて

むしろどんどん好きになってく。

でも忠義のこと知ろうとすると

ｲﾔな噂も耳にするし、

でもそれをいちいち気にする程

子供じゃないよ。

でも非のない男とは呼べなくなってしまった。

それだけまひるが現実を見るように

なったってことかな???
それでもまたいつか非のない男と

呼びたいなって思うけどね。



あ。でも仕事面では全然非のない男だと

思ってる。

すっごく一生懸命頑張ってるし、

ｽｺﾞｲなって見習うとこたくさんあるし、

大倉忠義ってｽﾃｷだなぁって思うとこたくさんある。

時々ｶﾜｲｺぶったりとかそれをﾌｧﾝに媚びてるとか

言う人もいるけど

まひるは媚びてるってよりは

ｻｰﾋﾞｽ精神かなって思う。

その人その人の受け取り方かもしれないけど

まひるは良い方向で受け取りたいと思う。

事実それでﾌｧﾝは増えてるわけだし、

良いんじゃないかなぁって思う。

でもあんまりやると飽きられてしまうから

いつもは男らしく時々ｶﾜｲｺぶったり

その使い分けが難しいと思うんだけど。

でもそこが大倉忠義の今後の課題なんじゃないかなぁ。

まひるは今の忠義、好きだけどね。

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄはよく分からないけど

でもそこってﾌｧﾝの知らなくて良い部分なんじゃ

ないかなぁって思う。

まひるはそこをあえて知りたいって思うけど。（笑

大倉忠義のすべてを受け止めれるだけの

人になりたいから。

大倉忠義のすべてを好きと言えるだけの

人になりたいから。

願望だけどね。

だからそんなﾌｧﾝの期待を裏切らない人で

いて欲しい。

裏切られても裏切られてもついてく

覚悟は出来てるけど。(笑
中途半端な気持ちで好きなんて言ってないから。

痛いｦﾀと言われようとそれでも

大倉忠義が好きなのです。

たとえ目の前を山下智久がﾁﾗついても

それでも大倉忠義が好きだよ。



忠義が好き。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.06.02 Fri 明日だ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

明日、明後日代々木、行ってきます。

明日早いんで

ほなおつー。

用事のある方は

ﾌﾟﾛﾌ部分に携帯のｻﾌﾞｱﾄﾞ載せてあるんで

そこにﾒｰｳください。



2006.06.06 Tue FTONﾂｱｰ終了お疲れ様でした!!!!!

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いやね、FTONﾂｱｰ行って来ました!!!!!
３日の１８時公演と４日のｵｰﾗｽ。

もうﾎﾝﾄ最高でした。

∞ﾚﾝｼﾞｬｰの時、各ﾒﾝﾊﾞｰがﾊﾞｲｸで出動するんだけど
ﾌﾞﾗｯｸだけﾊﾞｲｸがなくて

ふてくされる。

で、ﾚｯﾄﾞとﾌﾞﾗｯｸがｹﾝｶを始めてしまって

間にｸﾞﾘｰﾝが入って仲直りをさせるんだけど

その時ﾚｯﾄﾞが毎回違う感じでﾌﾞﾗｯｸをこっそり笑わせてるの。

で、もうﾌﾞﾗｯｸがﾋｰﾋｰ笑っちゃってて

ｵｰﾗｽに至ってはﾅｽﾚﾝまで爆笑して倒れこむ始末。

ｵｰﾗｽではちゃんとﾌﾞﾗｯｸのﾊﾞｲｸが最後用意されて

ﾌﾞﾗｯｸはしゃぐ。(笑

あとまひるの萌えﾎﾟｲﾝﾂは

ﾐｾﾃｸﾚの時の忠義のｴﾛ顔???（笑
ｵｰﾗｽはちょっと控えめだったけど

３日は超ﾔﾊﾞｶｯﾀ。（笑

あとﾄﾞﾗﾑｿﾛの時とDo you agree？の時のﾋﾟﾛｷﾊﾟｰﾄを
歌う時の忠義。

あと忠義が自分のｿﾛﾊﾟｰﾄ歌い終わった時に

口角ｷｭってあげて笑う時の笑顔。

そしてﾄﾞﾗﾑ叩いてる時と歌ってる時。

つまりｵｰﾙ全部。（笑

あとね、今回見てて思ったのは

ﾎﾝﾄたちょは自分のうちわを探すのね。

で、なるべく１人１人の人にちゃんと手を振ったりして

あげてるのね。

すごくﾌｧﾝｻがよくてすごいなって思った。

ﾌｧﾝの子をﾎﾝﾄに大切にしてるんだなって思った。



そんな忠義がｽﾃｷだなって思った。

大倉忠義最高に男前!!!!!!

もうそれでね、３日の日なんて

Eden→無限大のくくりでまひるさん号(┳◇┳)泣。
なんかもう理由なんてよく分からないの。

でも無条件で涙涙でした。

まだこんな泣かせる歌持ってるんだなって思ったら

やっぱりエイトって笑わせるだけじゃないんだなぁって。

エイトってﾎﾝﾄに最強で最高なんだって思った。

エイト担で良かった。

大好き!!!!!!
最高に楽しい思い出ありがとう。

また１ﾍﾟｰｼﾞ新しい思い出作れました。

エイトとの思い出が。

相方空（＠章大）との思い出が。

ありがとうエイトメン。

あ。そうそう、３日の日にTOKIOの長瀬くんが観に来てて
曲を止めていきなりｽﾃｰｼﾞに登場。（笑

で、たちょに前から約束してたというﾔﾊﾞﾒの

ｽﾈｱをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ。

水色のやつで早速たちょ使ってた。

音が代々木だと反響しちゃってﾄﾞﾗﾑの実際叩いてる音と

聴こえる音に差が出来てて

もっそい聞き取りにくくて

ﾔﾊﾞﾒのｽﾈｱだったかどうかは確認出来ず。

あとｵﾆｷﾞｼの時には忠義はﾎﾞﾝｺﾞを使用。

亮ちゃんはﾌﾞﾙｰｽﾊｰﾌﾟ、ヒナちゃんはﾀﾝﾊﾞﾘﾝ。

ﾌﾞﾙｰｽﾊｰﾌﾟがもっそいｶｯｺｲｲ。

すごいｱｺｰｽﾃｨｯｸな感じでよかったよ。

ま、こんな感じでﾚﾎﾟらしいﾚﾎﾟは何一つかけて

いないんですが



最後に言うと安田さんﾁｭｳは投げﾁｭｳぐらいにとどめてください。

手の甲にお姫様ﾁｭｳなんぞしないでください。

ﾊﾞｯﾁﾘ見てしまいました。

空がぶちきれてました。

エイトのみなさん、ｽﾀｯﾌのみなさん、

FTONﾂｱｰお疲れ様でした。
最高に楽しかったです。

次はｻﾏｽﾍﾟで会いましょうなのかな???
あと全国ﾂｱｰもなんとか行きたいなって思ってます。

でもお金がない···｡（涙

なんとか捻出してみます。

また後で書きます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽは後で。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.06.06 Tue ﾐｾﾃﾔﾙ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目の登場大倉担まひるですけどもー。

病院に行くﾀｲﾐﾝｸﾞを逃しました。（ﾁｰﾝ

だって今日午後から雨だって言うし

雲行きも怪しかったからやめたのに。（涙

たいして降ってないし。

わー。明日、朝一で病院だぁー!!!!
最悪だぁー!!!!!
起きれるのかなぁ。

それが問題だ!!!!!

つーか友達が「会社の友達がﾎﾝﾄｦﾀｸみたいで

１日中ﾊﾟｿｺﾝ前にしてるらしいんだよねー。」って。

え???普通ですが何か???
通常業務ですが何か???
そこは笑ってごまかしたけどね。（笑

言えねー。

しかもﾌﾞﾛｸﾞやってるなんて絶対言えねー。

空さん（＠章大）と２人で苦笑ですよ。

あー。空さん今頃お仕事頑張ってるなぁ。

まひるやんはお休みですけど。（笑

でも昨日とか仕事普通にあったから

かなりしんどかったんですけど。

だから昨日ﾌﾞﾛｸﾞ書こうか迷って

結局爆睡しました。

いや、ﾎﾝﾄは代々木から帰ってきてすぐﾌﾞﾛｸﾞ書き始めたんだよね。

でも間違って途中で消しちゃって

やる気失せて寝ちゃったんだよね。

ｱﾎだわー。



ﾎﾝﾄｱﾎだわー。

だから結局３日、４日、５日と放置する羽目に。

病気でもそんなに放置したことないのに。（笑

あー。もうね、代々木の余韻から抜けれない。

思い出し笑いとかしちゃったりして。（笑

なんか始まる前のｱﾅｳﾝｽをたちょがやってたんだけど

もっそい男前風に言ってて

でももっそいｶﾐｶﾐで言っててﾏｼﾞ可愛かった。

自分で言って笑ってたし。

agree?とか頭の中でｴﾝﾄﾞﾚｽだし。
もうﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに楽しかった。

ﾐｾﾃｸﾚの忠義ｿﾛﾊﾟｰﾄなんて夢に出てきそうだし。（笑

わー。変態発言。

もうﾐｾﾃﾔﾙからお前のもﾐｾﾛやと言いたい。（笑

わー。また変態発言。

そんなﾐｾﾃﾔﾙなんて上目線じゃなくていいです。

ﾐﾃｸﾀﾞｻｲって感じでいいです。

まひるさん、控えめ〜。（笑

でもｵﾏｴﾓﾅｰ。（笑

もうね、空に下ﾈﾀになるとどうしてそんな目を輝かせるの???
とかちょっと突っ込まれたんですが

それはまひるがエイト担だからです。

しかもﾑｯﾂﾘ助平担だからです。

あんなエイトコンで爽やかにCarnivalとか歌っちゃってるのに
頭の中はﾋﾟﾝｸ色みたいな人が担当ですからね。

連載で下ﾈﾀ解禁されてちょっと心の中

小踊りしちゃってるような人が自担ですから!!!!!
そんな大倉忠義が大好きだからです!!!!!

つーか前から気になってたんだけど

ｱﾝｺｰﾙとかでﾒﾝﾊﾞｰみんな上半身裸になるじゃないですか???
でもヨコと忠義は絶対脱がないよね。（笑

ヨコはわかるの。

たぶんお腹周りがﾔﾊﾞｲと思うの。



でも忠義は???
忠義、一時期ｽｯｺﾞｲﾔﾊﾞｲ時期とかあったけど

最近わりととｼｬｰﾌﾟじゃん。

それなのに絶対脱ぎ脱ぎしないのね。

別に裸が見たいとかそうゆうわけじゃなくて

そこまでして守りたい裸に意味があるのか

もっそい気になるんです。

たちょもお腹周りﾔﾊﾞｲのかなぁ。

不意打ちでTｼｬﾂﾍﾟﾛっとまくってやろか???（笑
そんなんで衝撃的なもの見てしまっても

ｼｮｯｸだしな。（笑

あ。今日は溜まってるｺﾒﾚｽをするので

この辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

ゆりえさん（＠忠義）

ちろり（＠亮）

しおりんさん（＠忠義）

あき（＠忠義）

はる（＠仁・亮）

かず（＠忠義）

ななさん（＠忠義）

uriさん（＠忠義）
さちさん（＠忠義）

なつみ（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

ちはなさん（＠亮）

ありさ（＠博貴）

まゆ（＠仁）

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


りりかさん（＠忠義）

あゆっちさん（＠雄一）

ナナ美さん（＠亮・忠義）

くーさん（＠忠義）

まおさん（＠忠義） ゆりえさん（＠忠義）
ﾌｧﾝｻたくさんもらえて良かったですね!!!!!＞＜
忠義は自担とかにﾎﾝﾄ優しいので

それがすごく嬉しいです。

そんな忠義がｶｯｺｲｲなって思いますね。

ﾌｧﾝﾚ読んでもらえてたらいいですね。

ちろり（＠亮）

やっぱり夏場にｴｸｽﾃは生き地獄だよね。（笑

結局ヒナちゃんも取っちゃったみたいだし。

でも取ったわりにヒナちゃん、髪長かったよね。（笑

あ。そうなんだ???
最近のｴｸｽﾃってﾁｯﾌﾟが主流なんだ???
でもﾁｯﾌﾟだとすぐ取れちゃいそうだよね。

だねー。

やっぱり自担の出てるとこは自担ﾒｲﾝで見ちゃうよね。（笑

たちょのたちょーんはまひるも言われるまで

気がつかなかったんだけどね。

さすがのまひるもそこをじっくり見てしまう程

変態じゃないらしい。（笑

しおりんさん（＠忠義）

歯科検診はCが虫歯だねー。C1とかからたぶんC４まであると
思うんだけどC1が初期虫歯ですよー。
C4とかになると結構ﾔﾊﾞｲ。
まひるはﾌﾞﾗｯｸﾚﾝｼﾞｬｰ好きですね。（笑

ｶｯｺｲｲですね。

ﾌﾞﾗｯｸﾚﾝｼﾞｬｰの衣装とか今までたちょと紛らわしかったんで

今度はわかりやすくて好きです。

たちょは結構ｴﾛｲ発言多いですね。

でも少ｸﾗだとｶｯﾄになってしまうことも多くて



密かにNHKさん恨んでるんですけど。（笑
あ。あとしおりんさんの誕生日ﾘﾇ可愛かったんですけど

画像を載せるのって違法なんですよ。

だからまひるの今のﾌﾞﾛｸﾞの画像はぼかしてあるんですけど

これでもｷﾞﾘｷﾞﾘ限界なんですよね。

偉そうにｽﾐﾏｾﾝ。

あき（＠忠義）

実はまひるもあきのﾊﾞｲﾄしてるお店のﾊﾞｲﾄ

経験者なんだよね。（笑

何気に部長とか知ってるし。（笑

大倉忠義の遺伝子が欲しいです。

でもちょっと弟も見てみたいです。

下の弟の卒ｱﾙなら見たことあるんだけどね。

あんまりたちょには似てなかった。（涙

でも大きくなって男前になる素質たっぷりだから

楽しみだけどね。（笑

はる（＠仁・亮）

ﾁﾝくんにﾊﾏりすぎです。はるさん。（笑

章大はﾏﾒｯｺどうぶつだから可愛いんじゃないかなぁ。

大きかったら章大じゃない!!!!!（笑
ｲﾛﾊね。（笑

でもまひる、ｲﾛﾊでもいいよ。（笑

ﾓﾃﾞﾙさんみたくｶｯｺｲｲじゃん。

次課長の井上さん、放置ですか???（笑
友達で次課長好きな人いるよー。

最近知ったんだけど。

おぎやはぎはまひるも好き。

かず（＠忠義）

ﾏｼﾞｶﾙﾊﾞﾝﾄﾞは普通のﾎﾜｲﾄﾊﾞﾝﾄﾞと全然変わらないよ。

KANJANI∞と笑って文字が刻まれてるんだけど。
代々木でｸﾞｯｽﾞ買えました???



たちょ人気すごいよね。

気づいたらそんな感じになっててびっくりした。（笑

まひるも自分の部屋にTVはあるんだけど
ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷが壊れててﾘﾋﾟりたい時は

ﾘﾋﾞﾝｸﾞで見ないとならないので

大ひんしゅくなんですけど。（苦笑

あ。あとﾊﾞﾄﾝまわしてもらってありがとう

ございます。

やろうかと思ったんですが

まだあまりかずのことを知らないので

中途半端に終わると申し訳ないと思ったので

今回はｺﾞﾒﾝなさい。

また何かﾊﾞﾄﾝがあったらまわしてください。

ななさん（＠忠義）

歯医者で口開けるﾀｲﾐﾝｸﾞと口を閉じるﾀｲﾐﾝｸﾞの

わからないまひるです。（笑

あと空も言ってたんだけど

ｽﾘｯﾊﾟを脱いでいいのか脱がなくてもいいのかも

わかりません。（笑

漫画喫茶はうちの近くに３件目がｵｰﾌﾟﾝしました。

まだ行ってないんですけどね。

でも見たい漫画がたくさんあるので

そろそろ漫画喫茶かなって思ってます。

運動会どうでした???
ｻﾙﾁﾞｴ、たちょとヨコ可愛かったですよね。

亮ちゃんが出て出来る男ってとこを見せ付けて

欲しいと思う反面、

出来ない男でｻﾙくんにいじられてるとこを

見たいとも思うのでした。（笑

uriさん（＠忠義）
お久しぶりです。

あまりにもたくさんの方から錦戸さんの暗号のｺﾒﾝﾄや

ﾒｰﾙをいただいたので



まひるが如何にｱﾎかってことがよくわかりました。

たちょとヨコのことなんて小ﾊﾞｶに出来る程の

立場ではありません。（笑

わざわざｺﾒﾝﾄくださってありがとうございます。

今後ともﾖﾛｼｸお願いします。

さちさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

いつもﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってるんですか???
ありがとうございます!!!!!
嬉しいです。

ﾎﾝﾄにどうしょもないｱﾎでｺﾞﾒﾝなさいね。（汗

お忙しいとこわざわざｺﾒﾝﾄしてくださって

ﾎﾝﾄにありがとうございます。

今後ともﾖﾛｼｸお願いします。

なつみ（＠忠義）

筋肉痛ってﾎﾝﾄｲﾔよね。（笑

ま、今もエイトコンでの筋肉痛が残ってるんですけど。

えぇ????
「やっさんばる」って!!!!!!
それ何かの方言だったりする???
それとも普通に店の名前???
いっそのこと「男前とﾁﾝﾊﾟくん」って名前を変えてしまえ。（笑

いや、やっかし「やっさんばる」だよな。（笑

写ﾒってWebにﾒｰﾙしてしまうとか???（笑
ﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞのDVD予約したけど
お金なし男くんだから（いや女ですけど）

受け取れるのは月末か７月に入ってからかな。（涙

たちょの遺伝子ﾏｼﾞで欲しいよね。

くれ!!!!（笑
あ。まひる細胞の勉強得意だった。

もう忘れたけど。（笑

でもﾃｽﾄで１００点取ったなぁ。



堂本兄弟楽しみだよね。

ゆか（＠忠義）

ゆかもｻｯｶｰ好きなんだ???
おおー!!!!
まひるは相方の空（＠章大）ほどじゃないけど

ｻｯｶｰ好きなんだよね。

でも海外の選手の名前がｶﾀｶﾅ苦手なので

なかなか覚えられなくて。

だからもっぱら国内限定なんだけどね。

小野選手は昔好きだったなぁ。

うんうん。

FC東京の増嶋選手しってるぅー。
増嶋選手が好きなんだ???
今度はゆかが好きな選手ってことで

ちゃんとﾁｪｯｸするね。

ｻｯｶｰﾈﾀもｵｰﾙOKだよ。
大倉家の遺伝子ほしいよねー。（切実

絶対たちょに似た男の子が欲しいもん。（笑

ちはなさん（＠亮）

店長と２人きりのｼﾌﾄはきつかったです。

店長もたまに笑うことがあるんですけどね。（笑

ｻﾏｽﾍﾟやばそうですよね。

なんかしかも今月の１６日締め切りとか

お金なさすぎですよ。

しかもﾂｱｰも決定してしまったし、

嬉しいけど財布が泣いてます。

まひるはﾄﾞMなんですけど
とーきどきSがﾁｮﾛっと顔を出すんですよ。
特に錦戸さんに対して!!!!!（笑
で、萌えってなって喜んでるんです。

（確実変態）



ありさ（＠博貴）

代々木で内うちわ持ってる子結構いたよ。

なんかちょっと嬉しかった。

早く体調完璧にしてね。

やっぱり誰かが病んでたりすると

不安になるから。

またﾌﾞﾛｸﾞに遊びに行くね。

まゆ（＠仁）

そんな、そんな。

まひるこそ絡んでもらえて嬉しいよー。

うん。これからもﾌﾞﾛｸﾞやﾒｰﾙなんかで

絡んでもらえたら嬉しいよ。

好きならやっぱ２人で頑張ろうねって

宣言して頑張った方がいいと思うよ。

そりゃ嫉妬とかもあると思うけど

でも真っ直ぐな気持ちで戦った方がいいと思う。

難しいかもだけど頑張って。

いつでも相談にのるし。

りりかさん（＠忠義）

「抱いてｾﾆｮﾘｰﾀ」のPVｶｯｺｲｲですよね。
代々木の時も５回ぐらい宣伝ｶｰを見て

萌え萌えしてた。（笑

∞ﾚﾝｼﾞｬｰの忠義はちょっと心配になったけど
でも代々木で元気な忠義見れてすっごく嬉しかったです。

実はｵﾊﾞROCK、まだ今日買ってないんですよー。
明日買いに行こうと思ってます。

ｱﾅｻﾞｰの続編みたいなやつなんですかねぇ。

ｱﾅｻﾞｰと言えばまだ忠義が村の住人をやってた舞台ですよね。

なんか楽しみですね。

あゆっちさん（＠雄一）



ご無沙汰してます!!!!!
携帯、先月お金払えなくて止まったんです。（笑

学生以来です。（笑

わざわざﾌﾞﾛｸﾞのお知らせありがとうございます。

またﾌﾞﾛｸﾞの方、遊びに行かせてもらいますね。

いつもｺﾒﾝﾄしようかと思うのですが

あゆっちさんのﾌﾞﾛｸﾞすごく人気で

ｺﾒﾝﾄもたくさんなので迷惑ではないかと

思ってしまいなかなかｺﾒﾝﾄ出来ないのですが

今度勇気を出してｺﾒﾝﾄします!!!!

ナナ美さん（＠亮・忠義）

代々木、楽しかったよねー。

代々木の時、ちょっと時間なくて

会えるかどうかわからなかったので

連絡もせずにｺﾞﾒﾝなさいです。

そうですよー。

ﾒｲﾝｽﾃ寄りの左側の席に座ってました。

もしかしてあたし発見されちゃってます???（笑
今度会える時があったらぜひ会いましょう。

ﾎﾝﾄ、聖とか長瀬くんとか出てきた時の

歓声すごかったよね。

ちょっとまひるｷﾚそうになりましたもん。（笑

はなのさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

はなのさんも３日に入られたんですか???
まひるは３部だったんですよー。

もう最高に楽しいｺﾝでしたよね。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

くーさん（＠忠義）

くーさんもFTONﾂｱｰお疲れ様でした。



まひるもｽﾀﾝﾄﾞだったのですが

ｵｰﾗｽが１階の６列目で結構良い席だったので

満足のいくものでした。

くーさんはどこにお住まいですか???
石川ですか???
エイト担仲間が身近に出来るといいですね。

まおさん（＠忠義）

４ｽﾃもしたんですかー???
うらやましいですぅー。

ｵｰﾗｽも楽しかったですよ。

ｻﾗｲ大合唱しましたね。（笑

たちょ、ﾎﾝﾄﾌｧﾝｻすごいですよね。

たまに嫉妬してしまうぐらいですよ。　（笑

３日の３部に入った時に

まひるの近くで色紙を投げたんですけど

隣のﾌﾞﾛｯｸに飛んでいってしまって

その色紙がちゃんと自分のﾌｧﾝがｹﾞｯﾄ出来たか

確認してました。

え???ﾏｼﾞですか???
汗降らしたんですか???
見逃しました。（ﾁｰﾝ

たちょのそんなとこが大好きです。



2006.06.07 Wed 大倉さん、８０点っすか!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、午前中から病院行ってきたー。

案外早く終わって

仕事に１時間遅れただけだったから

普通に１７時あがりにしてもらった。

だって１２時出勤とかで２１時までってｷﾂｲもん。

朝７時ぐらいには起きてるのに

寝るの２４時過ぎとかｲﾔだもん。

ただのﾜｶﾞﾏﾏ。

しかも明日、空たん（＠章大）とご飯食べる約束してるし。

ま、所謂緊急会議ですよ。

ｻﾏｽﾍﾟの申し込みについての。

まだお金は捻出出来てないんですけど···｡（涙

今月はﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞのDVDの発売もあるし、
歌謡ｺﾝｻｰﾄも行くし、（←行く気満載

ﾏｼﾞお金がないのですよー。

ﾎﾝﾄｷｬﾊﾞ嬢になろうかと一瞬でも思ってしまう自分が怖い。（笑

有り得ないけど。（笑

空なんて風俗行こうかなとか言ってるし。（爆笑

いや、冗談なんですけど。

冗談にしては面白すぎた。

ちょっと想像しちゃったよ。

ｲﾔｰﾝ｡ﾊﾞｶｰﾝ。（笑

いやね、そのぐらいﾁｹ代、交通費が緊急ってことですよ。

なのでエイトのみなさん、ﾖﾛｼｸお願いします。（笑

つーかｼﾞｬﾆｰさんﾖﾛｼｸお願いします。

昨日のｽｶ☆Jもっそつまんなかったんですけど!!!!!
数珠つなぎとかﾎﾝﾄｲﾗﾈ。

途中で寝たくなって寝る準備始めたら

エイトﾒﾝは自分のこと何点だと思ってる???みたいな話になって



大倉忠義８０点!!!!!（笑

ﾏｼﾞでか???

でもヨコもまぁまぁそこは譲って７５点をつけてくれました。（笑

いや確かに忠義だったら８０点ぐらいは余裕で

点数つけられると思う。

じゃ、足りない２０点はどこだよ???って
話なんですけどもー。（笑

もっそい気になります。

忠義さーん。教えてくださーい。

横山さんはﾄﾏﾄのﾍﾀみたいな頭してても

１００点なんだね。(笑
あれちょっと前髪を分けてあるともっそい可愛いんだけど

まっすぐになってるともっそい面白い。（笑

ヒナちゃんの３０点も面白かったんだけど。

前からヨコはヒナちゃんのこと３０点って言うよね。（笑

そこは面白かったのね。

唯一笑ったとこそこだけ。

ﾎﾝﾄ無駄な番組だよなぁ。

エイトメンに何かやらせた方がよっぽど面白いのに。

まぁ、いいや。

そこ笑えたし。

つーか８０点って···｡（爆笑

亮ちゃんが７３点なのに。（笑

自担のこと小ﾊﾞｶにしすぎです。

まひるさん!!!!!
いえいえ、それがまひるのお仕事ですから。

でも忠義は褒めて伸びるﾀｲﾌﾟだと思うんだよね。

でもたまにけなされて凹んで伸びる時も

あるけど。（笑

とりあえず−２０点を教えてくれ。



つーか眠い。

頭ﾎﾞﾝﾔﾘしてきたもん。

常にﾎﾞﾝﾔﾘしてますけど。

あ。そう、それで縮毛矯正かけてるのに

右側の肩につく部分はｽﾄﾚｰﾄｱｲﾛﾝ使わないと

ならないって何???
絶対無駄にすき過ぎなんだよ。

多少重さで跳ねないように切るじゃん???
全然おかまいなし。

どんだけﾍﾀｸｿなんだよ。

もう絶対あそこの美容院行かない。

近いけど行かない。

空も肩につくとこが跳ねるって言ってて

ｽﾄﾚｰﾄｱｲﾛﾝ使ってた。

そ、そ。

なんか代々木の時、日焼け止め塗ってたにも

関わらず汗で落ちてしまったみたいで

日焼けしてるんですけど!!!!!
鼻の周りが赤いんです。

しかもそれに気づいたのが昨日って言うね。（笑

なんで赤ら顔なんだろってずっと思ってましたから!!!!!

ｱｰﾝﾎﾟｰﾝﾀｰﾝ!!!!!
ｽﾐﾏｾﾝ。色白娘なんで。（笑

横山さんには劣ると思うけど。

あ。なんか時々ｺﾝﾋﾞﾆで見かけるんだけど

普通首より顔の方が黒いでしょ???
でも逆の人がいるの。

顔より首とか体の方が黒いの。

しかもそれがﾊﾟﾈｪの。

首見るとおばあちゃんみたいなの。

たぶん３０代後半か４０代前半ぐらいの主婦だと

思うんだけど。

でも首の開いた服とか着てるの。



それはどうかと思うんだけど。

つーか昨日、空たんんとﾒｰﾙしてて

山梨に「よっちゃばれ」って言葉があるんだけど

空たんは意味がわからなかったらしい。

ちなみに何故かまひるは知っていた。

「集まれ」って言う意味なんだけどね。

まぁ、親から教わった言葉じゃないけどね。

自然に覚えた言葉なんだけど。

山梨に「よっちゃばれ祭り」っていうお祭りがあって

それで知ったのね。

今もやってるのかは知らないけど。（苦笑

あー。美白化粧品が欲しい。

そろそろ愛用のﾌﾟﾙﾌﾟﾙお肌になれるﾍﾞﾋﾞｰﾘﾋﾟｯﾄﾞが

無くなるから買いに行かないと。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

これ読んだらここをﾎﾟﾁっとｸﾘｯｸしてねん。

まひるさん、ﾊﾘｷﾘ隊になりますから。

ｺﾒﾚｽ

ナナ美さん（＠亮・忠義）

ゆか（＠忠義） ナナ美さん（＠亮・忠義）
いえいえ、双眼鏡で見る程

たいした顔もしてないんですけど。（笑

全国ﾂｱｰの時とか会えるといいですねー。

まだどこに行くとか全然決めてないんですけど。

代々木とかﾎﾝﾄに純粋なエイト担は

そんなに多い方じゃなかったかなぁと思いますね。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


特に聖が来た時なんて

まひるの周りの席の子達もっそいうるさくて

全然曲も聴こえない状態で空と「うるさい」って

ｷﾚてましたもん。

まひる、ﾌﾞﾛｸﾞ打つのはその時々ですね。

早い時は１時間ぐらいで１つのﾌﾞﾛｸﾞ終わらせて

もう1ｺに取り掛かります。
でもだいたい２１時まで仕事がある時は

帰ってきて２１時半でご飯食べて２２時近くで

それからこっちのﾌﾞﾛｸﾞを打って１時間半ぐらいですね。

ｺﾒﾚｽとか溜めちゃうと４時間ぐらいかかるんですけど。

まひるも疲れやすいですね。

だからﾌﾞﾛｸﾞ書いてても途中で疲れちゃって

２０分ぐらいｺﾞﾛｺﾞﾛしてからまた書き始めたりとか

してます。

夏休み限定で２つﾌﾞﾛｸﾞやるんですか???
いいと思いますよ。

そしたら遊びに行きますねー。

ゆか（＠忠義）

DVD収録の時に入ったんだ???
ｵｰﾗｽでも収録入ってますって言ってたから

たぶん４日の３つの部の映像が使われるのかな。

まひるも今回２回とも南ﾌﾞﾛだった。

南ﾌﾞﾛって章大結構来たよね。

なんか忠義なんてﾁｮﾛｰっと。（笑

最後の方で気づいてもらえただけﾏｼだけど。

あたし、外人恐怖症なのね。（笑

だからもっそい外人さんとか苦手で。

あぁ。そっか背番号から覚えていけばいいのか。

学んだ。（笑

あ。うん。

ﾊﾟｿにﾒｰﾙしちゃってー。

返事遅くなる時もあるけど

頑張ってお返事するから。



2006.06.09 Fri ｱﾀﾞﾙﾄ先生。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

うー。

今もっそいｵﾔｼﾞ臭と戦ってます。

昨日の夜に胃をやられてしまって

胃がｵﾔｼﾞくさい。

空（＠章大）と会った時に液ｷｬﾍﾞ飲んだんだけど

帰って来たらやっかしまだ胃が治ってなくて

もっそい気持ち悪いよー。

死むー。

明日も吐き気と戦うのかな。

ま、でもとりあえずｻﾏｽﾍﾟいつ申し込むのか決めてきた。

ﾊｽﾞﾚると思うけど

でもﾊｽﾞﾚたら仕方がないし。

ｻﾏｽﾍﾟでご飯食べたいお店ももう決めてるし。

去年の前夜祭の時にも行ったんだけど

ｽｯｺﾞｲ美味しいお店でお気に入りのお店。

だから楽しみ。

つーかｱﾝﾎﾟﾝﾀﾝが団○妻とか言ってるから

吐き気もいっこうに治らないじゃないですか。

ｱﾝﾎﾟﾝﾀﾝは団○妻に興味津々ですか???（笑
AVの熟○ｺｰﾅｰとか見すぎじゃないんですか???（笑
ちなみにまひるは某ﾋﾞﾃﾞｵﾚﾝﾀﾙ店でﾊﾞｲﾄをしてたことが

あるので妙にｼﾞｬﾝﾙ分けに詳しかったりします。（笑

そんな自分がちょっとｲﾔです。

さすがに私服では入れないけど

もしﾊﾞｲﾄ先の制服とか着てたら

ｻｻｰっと入っていけますね。

しかもﾀｲﾄﾙ、もっそいｶﾞﾝ見しますね。（笑

それより何より１番困るのは

延滞とかしてて家に電話したりするじゃないですか???



それでお母さんらしき人が出て

「何のﾋﾞﾃﾞｵですか???」って聞かれて
ﾀｲﾄﾙを読む時の恥ずかしさ。（笑

ﾀｲﾄﾙ読むのは平気だけど口に出して言うのは

かなりしんどい。

というわけで忠義さんも大事なDVDは返却しましょうー。
おうちに電話されてお母様にﾀｲﾄﾙとか

聞かれてしまうかもです。（笑

それこそ団○妻ですよ。

つーか今週もう終わっちゃうけど

今週のｶﾚﾝﾀﾞｰのすばちゃんもっそいｶｯｺｲｲよね。

だいたいまひるが今までｼﾞｬﾆのｶﾚﾝﾀﾞｰを買ってきて

毎月とか毎週捲ったことがあっただろうか???
初めてである。

毎週捲るのが楽しみで仕方がない。

今のとこ忠義の誕生日がﾍﾞｽﾄｼｮｯﾄだけど。

そ、そ。それでさっきﾚｺﾒﾝを聴いたのですよ。

ｼｮｺﾗ先生、まだあだ名について語るんですか???(笑
たつよしのように大倉でいいと言ってしまえ。

やっかしそこはｱﾊﾞｳﾄ先生だね。

そんなまひるもO型ちゃん。
かなりｱﾊﾞｳﾄである。

でも大倉忠義にはもっと似合う名前があるじゃないか。

ｱﾀﾞﾙﾄ先生。（笑

今日は短いけど

胃痛のためこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入ってくださったらここっをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽは明日。



2006.06.10 Sat 冷やしあめよばれよ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

冷やしあめよばれよの大倉担まひるですけどもー。

えー。

空（＠章大）が旅行だと言うことをすっかり忘れ

ﾒｰﾙしてもうた。

しかも緊急の用事があって兄ちゃんに

電話すれば留守電だし。（たぶんｻｯｶｰ

とことんついてない女のまひるです。

しかも昨日はやっかし具合悪くて

ﾌﾞﾛｸﾞどころじゃないし。

でもかろうじてｸﾛｻｷﾞは見た。

亮ちゃんはTVはついてた。
でも全然記憶にないよー。

完全にくたばってました。（ﾁｰﾝ

Mｽﾃの記憶も曖昧だもん。
忠義のｷﾒｶﾞｵだけめっちゃ見たけど。（笑

あとヒナちゃんの最初のとこ大爆笑。

CDでも大爆笑だったけど
ヒナちゃん、ﾏｼﾞでｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ!!!!!
ｺﾝﾄ部分も最高。

涙出るぐらい笑った。

公約もやってくれたし。

公約が案外地味ということに気づいたけど。

でもまひる、冷やしあめが分からないんですけど。

お祭りとかで売ってる杏とかいろいろあるやつ???
それしか思い出せなかったので

関西の方教えてください。

あぁー。もうエイト最高!!!!!
おばROCKがﾍﾋﾞﾛﾃで止まらないし。
ﾎﾝﾄ関西人って愛すべきｷｬﾗだと思うわー。

そんなエイトは今日はYOSAIKOIでしたね。



きっとすごく盛り上がったよね。

１度はYOSAKOIとやぐらには行ってみたいなぁって
思うんだけどなかなか時期的にお金がｷﾂくて

行けないんだよね。

でも夢だなぁ。

やっぱりお祭りっていいよね。

はぁー。

ﾀﾞﾒだ。

冷やしあめよばれよがﾂﾎﾞにﾊﾏった。

ﾃﾗｶﾜﾕｽ。

あとヒナちゃんの

「よそはよそ!!!!うちはうち!!!!はよ寝ー!!!!!」が
どﾂﾎﾞにﾊﾏって同じとこひたすらﾘﾋﾟってる。（笑

あ。あとさ、自転車のこと

「ｹｯﾀﾏｼｰﾝ」って言うのどこの方言???
もっそい気になって。

方言じゃないかもだけど。

ﾈﾀなしなので今日はこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽは来週に。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.06.11 Sun 死ぬかと思った!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

月１でやってくる女の子の日に昨日なって

さっきまでくたばってました。

とりあえず復活したらしい。

仕事の時、めっちゃ腰痛くて

動けなくなるかと思った。（滝汗

で、帰ってきたら過呼吸おこして

久々にﾔﾊﾞｲかもって思ったよー。

でも薬飲んでちょっと横になってたら

だいぶﾗｸになった。

でもﾏｼﾞでｵｶﾝ呼ぼうかと思ったぐらい

しんどかった。

でもまた「冷やし飴よばれよ」で癒されてしまった。（笑

そんな単純な自分もどうかと思うけど。（笑

嫌いじゃないけど。（笑

えぇねん。えぇねん。（ヒナちゃん風。（笑

つーか何だかんだと言ってもですね、

この２ヶ月間の少ｸﾗを１回も見ていないのですよ。

ありえねー!!!!!
だってﾃﾝﾊﾟってたもん。

エイトｺﾝでﾃﾝﾊﾟってたもん。

とりあえず今はｻﾏｽﾍﾟの振込みが終わるまでは

一息つけなくて。

振込み出来るのたぶんｷﾞﾘｷﾞﾘの金曜日だし。

だから再来週ぐらいかな???
少ｸﾗ見れるの。

なんか全部１度に出来る程器用じゃないから。

でもせっかちくんなんだけどね。

ｴﾝｼﾞﾝかかるの遅いけどｴﾝｼﾞﾝかかったら敵無しだからね。

ﾏｼﾞちょっぱやだもん。



そんな人なんですけどもー。

ひどいとこだとﾔｰ?を録画してるけど
エイトが出た時しか見たことないとか

ｳﾀﾜﾗは１回も見たことがないとかそんな感じ。（笑

最悪でしょ???（←この人
ほんじゃにも録画してて１年半のうちの半分も

見てないとか。（←これは忠義が見たら凹むな

だって自分の部屋にﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷがないんだもん。

つーかﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷぐらい買えよ!!!!って思うでしょ???
違うんだって!!!!!
HDDﾚｺｰﾀﾞｰとﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷが一緒になったやつが
欲しいんだって!!!!!
だからお金がないのよーん。

ｵｲﾗはｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞってものを持ってないのねーん。

ｷｬｯｼｭで!!!!ってｼｭﾀっとくたびれた
１万円札出しちゃう人だから!!!!!（ﾀﾞｻ
たぶん出かけるのにまひるの財布に５万円とか

入ってたことほとんどないから!!!!!（ﾀﾞｻ
かき集めた３万円が限界だから。（笑

持ってるとすぐ気が大きくなってﾃﾞｶｲ買い物しちゃうから

いつも銀行さんとお友達なのねーん。

そんなわけで我が家に地ﾃﾞｼﾞのやってくる日は遠い。

そ、そ。

３つ目のﾌﾞﾛｸﾞ、大倉まゆらの名前返上しました。

新しいHNは大倉秋乃です。
ちなみに亡くなったばあちゃんの名前。

漢字が違うんだけどね。

ばあちゃんの漢字は章乃。

これだと安田担と間違われるかなと思って

漢字変えました。

お時間ある方は覗いてみてください。

たいしたこと全然書いてないですけど。（苦笑

本日もﾈﾀなしなのでこの辺で。



ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

追伸＊ﾌﾞﾛｸﾞで質問するとちゃんと反応のあるとこが
嬉しいです。

みなさんありがとうございます。

冷やし飴もｹｯﾀﾏｼｰﾝも納得です。

ｺﾒﾚｽはお休みちぅです。

火曜か水曜ぐらいに予定ちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.06.13 Tue NO　BORDER

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

１回書いたら途中で消えました。（ﾁｰﾝ

なのでやる気の半分は置いてきました。

つーかきりやまんが可愛くてしゃーない

大倉担まひるです。
空（＠章大）曰く照ちゃん。（笑

エイトコンで誰の名前を１番叫んだかって言ったら

きりやまんですけど何か???
時々「文ちゃん!!!!!文ちゃん!!!!」とか
叫んでましたけど何か???
えー。だってー。

「忠義ー!!!!!」って呼ぶの恥ずかしいんですもん。
乙女の恥じらいですよ。

ﾏｼﾞで!!!!!
かと言って「たっちょん!!!!!」はｲﾔなの。
みんながそう叫ぶから。

おかしいですか???
その代わりまひるのﾘｱｸｼｮﾝはもっそい大きいですけど。

ある意味ﾘｱｸｼｮﾝ芸人なので。

もうね、きりやまんの何がいいって

自分のｿﾛｺﾝｻｰﾄぐらいの勢いで歌うでしょ???(笑
それが可愛い、１６歳。（笑

あとあの目力???（笑
ﾌﾟﾘﾁｰﾌﾟﾘﾁｰ。

大倉忠義の目力も大好きですけど。

忠義、ｦﾀｶﾞﾝ見しすぎなんですけど。

そんな大倉忠義２１ﾁｬｲ。

まだまだ可愛いお年頃。（笑



つーか職場に新しくﾌﾘｰﾀｰの男の子が入ったのね。

その人がもっそい元彼に喋り方が似てて。

元彼が恋しくなったもん。

会いたくなったもん。

しかもｷｬﾗまでかぶっててさ。

天然系なの。

どんだけ天然ちゃんが大好きなんでしょ。あたし。

ここ１０年ぐらいの自担で天然ちゃんじゃなかったの

ｱﾂﾋﾛくんぐらいだよ。

あとは全部天然ちゃん。

あ。ｱﾂﾋﾛくんって言えばさ、

ﾁｰﾑ「NO　BORDER」ですよ。
あのﾒﾝﾊﾞｰｽｺﾞｲよね???
あの中にヒナちゃんが入れてることがｽｺﾞｲ。

誰繋がり???
まひるは斗真繋がりだと思ってるんですけど。

ｱﾂﾋﾛくんはまひるの中で殿堂入りしちゃってるぐらい

すごい人で尊敬しているのね。

だからヒナちゃんがそこのﾁｰﾑに入れたって

羨ましくて。

斗真とかすごくｱﾂﾋﾛくんと仲良くしてて

羨ましいし。

いつかそんな繋がりからｱﾂﾋﾛくんと

忠義に絡みが出来たらいいなって。

まひるの小さな願いなんですけど。

つーかﾌﾞｽ恋見て泣いた。

最後の「ずっと笑って」「俺の隣で」っていう

ｶﾝﾍﾟに号泣しちゃったよ。

そんな風に言われたいよ。

忠義から。（笑

そこかよ!!!!!
いや、一人で言うのは自由じゃん???
だから言ってみた。

まひるももっともっと心を磨いて

大人でｶｯｺｲｲ女になりたいです。



見た目も頑張るぞぉー!!!!!

特にﾈﾀもないのでこの辺で。

最近ｽﾗﾝﾌﾟなんだよね。

しょーもなくてｺﾞﾒﾝなさい。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

今週中にはやります。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.06.14 Wed ちゅどーん。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

IE７にﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟしたら見れないﾍﾟｰｼﾞとか
出てきたので元に戻しました。（ﾁｰﾝ

まひるのﾎﾞﾛﾊﾟｿじゃ無理だったんだわ。

新しいﾊﾟｿが裏山。

でも今使ってるﾊﾟｿ使いやすくて好きなんだけどね。

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞのAとNの字なんて磨り減って消えちゃってるけど。（笑
空（＠章大）なんてibookを使ってるんだけど
まひるの前のﾊﾟｿ時代から使ってるからね。

すごいよね。

結構空のﾊﾟｿ使ったことあるんだけど

ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟになれてるからﾉｰﾄが使いにくかった。

うーん。ﾉｰﾄとかも便利だと思うんだけど

やっかしﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟが好きかな。

ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟを持ってて予備で小さいﾉｰﾄを

持ってみたいってのはあるけど。（笑

つーかお腹空いたよー。

今日、あんまりご飯食べてないんだよね。

時間がなかったってゆーか。

兄ちゃんと電話してたら時間なくなっちゃった。（笑

帰ってきて何か食べようかと思ったんだけど

何もなくてさ。

まぁ、これ書いてるうちにご飯になると思うけど。

はぁ。ﾔﾊﾞｲ。

ｻﾏｽﾍﾟの申し込み行かなくちゃー。

金曜日じゃないとお金がないんだけどね。（涙

ﾕｰとｼﾞｬﾆｰだよ。の申し込みも行ってこなくちゃ。

ﾂｱｰの申し込みまでには間に合うかなぁ???
半年ぐらい前まで情報局の名前が「田口ずんのすけ」に

なってたぐらいのん気な人なんですけど。



しかも田口担になるぐらいまで

「今井翼」だったからね。（笑

相葉担とF担と仁担の時期がないのよ。
ずんのすけになってたのは単なる穴狙いだったんだけど

これが結構よくてね。（笑

ｸﾘﾊﾟ５列目花道横とか海賊ｺﾝｾﾝﾀｰとか当てちゃう人だから。

で、大倉忠義に変えた途端にﾕｰとｼﾞｬﾆｰだよ。だからね。

軽くｼｮｯｸﾐｰ。

しかも大倉忠義名義の効果なし。（涙

だから代々木の天井席とか当てちゃうんだよ。

軽くｼｮｯｸﾐｰ。

やっかし穴狙いで雛上信五とかに

しちゃおうかな。（笑

絶対大倉忠義名義多いもん。

で、雛上にして雛上の立ち位置ばっかでも困るんですけど。

駄々をこねまくりの大倉担まひるなのでした。

つーか雛上担に失礼ですよ。まひるさん。

空さんのように安田章大名義でもｸﾘﾊﾟ最前とか

来ちゃうぐらいだから(・ε・)ｷﾆｼﾅｲ!!
そういえば昔、ヒナちゃんってむっちゃんって

呼ばれてたよね。（爆笑

むっちゃんって!!!!!
誰がむっちゃんって呼んでたんだよ。

もっそい気になるじゃん。

あ。そういえば相葉ちゃんが盲腸で１日だけ

入院したんだってね。

もう退院したらしいんだけど

１日って!!!!!
どんだけﾊｰﾄﾞｽｹなんだよ。

ｵﾍﾟ?щ(ﾟ▽ﾟщ)じゃなくて薬で散らしただけみたいなんだけど
それにしても１日ってねー。

まひるはもれなく手術でしたけど。

１週間も入院したっつーの!!!!!
しかも生まれて初めての手術だったから

怖いのなんのって。（笑



なんてたって小心ですから!!!!!

いやー。ご飯食べてお風呂入ってきたー。

今日、暑かったもんね。

で、ｵｶﾝに一言言われた。

「太った???」

ｵｰ!!!!!ｼﾞｰｻﾞｽ!!!!!
はい。太りました。

確実に２ｷﾛは増えてると思います。

いや、２ｷﾛは肥えてると思います。

横山さんのことなんてﾊﾞｶにしてる場合じゃなくってよ。

まひるさんも確実に顎のﾗｲﾝとお腹周りﾔﾊﾞｲですわよ。

ｵｶﾝ、わかったー。

今日からまたﾀﾞｲｴｯﾄやるぅー。

って何度このｾﾘﾌを言ってきたんでしょうか???
全然このｾﾘﾌに効果なんてないんですけど。

いやーん。忠義に嫌われちゃう。

だってご飯がおいしくて。（お目目ｷﾗｷﾗ

でも忠義に嫌われたくないから

ﾀﾞｲｴｯﾄがむがる。
だって忠義は細身の人の方が好きって前お雑誌で

言ってたもん。

細身どころかどすこいなんですけどー!!!!!!（自爆
あー。打ち上がってもうた。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入ってくださったらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.06.15 Thu 大倉忠義、座長ってﾏｼﾞでか???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ｻﾏｽﾍﾟの申し込み振り込んできた!!!!!
ついでにﾕｰとｼﾞｬﾆｰだよ。も振り込んだ。

財布がﾋﾟｰﾋﾟｰ言ってるよーぅ。

かなりこれが限界。

ﾂｱｰの申し込みまで頭がまわらないもん。

何???このなるようになるさ精神。（笑
所詮O型なんで。
とりあえず第一段階突破。（笑

後は、当たれ!!!!（笑

あー。今ね、近くのﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟで

もっそい安く売ってて買おうか悩んでる。

auに不自由はないんだけど
ﾄﾞｺﾓﾌﾞﾗﾝﾄﾞに憧れる。

元々がﾄﾞｺﾓだったしね。

auに変えたのここ２年ぐらいの話で
それまでﾄﾞｺﾓだったから。

番号も０９０−３○○○ー○○○○だったしね。
まぁ、いいや。（笑

auで我慢しよ。
絵文字可愛いし。（笑

ｦﾀ誌、とりあえず忠義のとこだけ読んだ。

演舞城の楽日のこと書いてあって

あー。ﾊｾはよけたんだ???って
初めて知ってﾅｲｽﾊｾって思った。

まひるの席からは見えなかったからね。

つーか質問のやつすっごい見づらくて

Qの書いてあるﾍﾟｰｼﾞｺﾋﾟって読もうかと思ったよ。



たぶん他のﾒﾝﾊﾞｰのとこ読む時はそうするね。

ﾏｼﾞ字が小さいから見るの大変だし、

いちいちﾍﾟｰｼﾞを変えて見ないとならないから

もっそい目がﾁｶﾁｶしたよ。

でもﾎﾝﾄ、演舞城のｱﾄﾞﾘﾌﾞ部分はすごく面白かったから

全然忠義は自信を持っていいと思うよ。

楽日とかﾎﾝﾄ会場大爆笑だったし。

あ。やっぱりまひるの予想的中。

エイトで１番面白くないって言われてるの

やっすんなんだね。

亮ちゃんかやっすんかﾋﾟﾛｷぐらいしかいないじゃん。

当てはまるのって。

だからやっすんかなって。

やっすんｺﾞﾒﾝ!!!!!
つーか忠義、可愛い[:ハート大小:]
今の髪型すごく似合ってるし。

大好き[:ラブ:]
若干まひるの記憶が飛んでますけど。（笑

いいんです。忠義は可愛いんです。

つーか聞いてー!!!!
右側にﾋﾟｱｽの穴３ｺ開いてたのね。

それの１番古い穴がﾌﾟﾁって切れちゃって

ﾀﾞﾒになったから２年がかりで塞いでる最中。

で、左側に２ｺ穴が開いてるのね。

それの１番古い穴が先日ﾌﾟﾁって切れました。

これも塞がないとﾀﾞﾒじゃん!!!!!
ってわけで当分ﾋﾟｱｽが中途半端な上の位置に開いた穴しか

使えません。

意味ないので全部塞いで開けなおそうかとも

思うんですが。

うーん。でもﾋﾟｱｯｻｰ５ｺも買ったら高いじゃん!!!!
微妙。

でも塞ぐなら今だし。

しばらく考えますよ。



つーかTVｶﾞｲのﾆｸｸｲｽﾞね。
忠義の写ってる部分がさっぱりわからないんですけど。

あれはひじ???
丸ちゃんのはすぐわかった。

後は微妙ー。（笑

大倉忠義担当失格ですがな。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

あき（＠忠義）

ナナ美さん（＠亮・忠義）

くーさん（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

空そらｿﾗｰ（＠ｻﾞ・ﾁﾝﾋﾟﾗ）

ﾊﾆｰ·ｳｰﾀﾝさん（＠亮）

しおりんさん（＠忠義）

琴美さん（＠亮）

りりかさん（＠忠義）

真由子さん（＠忠義）

なつみ（＠忠義）

こいもさん（＠隆平）

ゆりえさん（＠忠義）

さちさん（＠忠義）

ちろり（＠どっくん）

ぼんさん（＠忠義）

ありさ（＠ﾋﾟﾛｷ） あき（＠忠義）
ｻﾏｽﾍﾟもﾂｱｰも行くよー。

でもｻﾏｽﾍﾟ、ｼｮｰﾀｲﾑがないって聞いて

ちょっと凹んでる。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


数珠つなぎﾎﾝﾄｲﾗﾝ。

うーん。ﾃﾚ東枠で面白かったのは

ﾊﾟﾊﾟﾗｯﾁの時とﾄﾗｯｸの時ぐらいかなぁ。

裏ｼﾞｬﾆもｷﾞｬﾙばっか出してたしね。

えぇ。まひるの中で１番は忠義でｹﾃｲなんだけど

最下位とかはわからない。

みんな好きだしなぁ。

順番はつけられないのですよ。

ナナ美さん（＠亮・忠義）

まひるもｵｰﾗｽの時、右隣にいた人がすっごい声の

ｷﾝｷﾝ声でしかも声がすごい大きくて

耳が痛かったです。

ﾎﾝﾄ「ｳﾙｻｲんですけど」って注意しようかと

何度か思いました。

まひるは最初ﾔﾌﾟﾛｸﾞ中心でやってたんですけど

ﾔﾌﾟﾛｸﾞは文字数が少なかったんで

自然とこのﾌﾞﾛｸﾞが中心になりましたね。

忠義ってもっと謙虚にいくと思ったんですよ。

だから８０点って言った時は

すごくびっくりしました。

１番星つまらないですよねー。（苦笑

街ｼﾞｬﾆしか笑うとこないですもん。

なんかまた亮ちゃんとすばるとヒナちゃんで

食ﾚﾎﾟｰﾀｰへの道やったみたいなんで

楽しみです。

くーさん（＠忠義）

あ。そういえばくーさんが石川だって話はﾒｰﾙで

聞いたような。（苦笑

エイトﾌｧﾝにもﾏﾅｰの悪い方は結構いますね。

ﾎﾝﾄ後ろの方のお客さんのためにﾄﾛｯｺを

作ってくださってるのに

自分が自分が!!!!みたくなって前後見境のなくなって
しまう人とかいますよね。



そうゆうのはどうかと思いますね。

エイトメンが何かに取り組むﾛｹは面白いですよね。

ﾄﾗｯｸとか最高でしたね。

あ。ｲﾔｰｴｽﾃはまだなんですか???
ﾏｼﾞで面白いですよ。

大阪がうらやましいですよね。

いっぱいTVとかﾗｼﾞｵとか聴けて。
「本日かぜ気味」読んでますよ。（笑

面白いんですけどちょっと理屈っぽいとこが

いまいち好きになれないですね。

でも音楽の趣味が似てるので

ちょっと嬉しいんですけど。（笑

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾗｲﾌ載ってましたよね???（笑
感動しました。（笑

ﾏｼﾞですか???
「劇団演技者」の座長決まったんですか???
最高に嬉しいです。

劇団演技者はすごく好きな番組なので。

しかもすごくあの番組って演技力が試される

番組じゃないですか???
だからたちょのお芝居が包み隠さず発揮されると思うんです。

放送楽しみにしてます。

ゆか（＠忠義）

ｻﾏｽﾍﾟの申し込み、今日してきたー。

来月はﾂｱｰの申し込みだし、お金がいくらあっても

足りないよー。

胃痛なんとか治ったよー。

ﾎﾝﾄ何がつらいってご飯が美味しくいただけないって

ことかな。（笑

大倉担の基本ですから。（笑

あ。まひるって呼び捨てでいいよー。

ヨコの「お母ちゃんﾊﾟｰﾏあててん」も可愛いよね。

おばROCK可愛すぎ。
すっごい元気出るし。

エイトに幸せわけてもらったなぁって気がする。



空そらｿﾗｰ（＠ｻﾞ・ﾁﾝﾋﾟﾗ）

旅行おつかめー。

空たん、不在だとさみちくて。

ｳｿﾎﾟｰﾝ。（いやﾎﾝﾄだけど

先週はせっかくのお楽しみDAYだったのに
具合悪くてｺﾞﾒﾝね。

あれでも必死に頑張った方なんだけどねー。

家帰ってきたら胃が臭くてやばかったもん。

空さん、たつよしのために「夜のお供」を

買ってきてくれた???（笑
まだまだﾋﾞﾝﾋﾞﾝですがな。（笑

あ。ﾔﾊﾞｲ。下ﾈﾀ炸裂してる。

ﾊﾆｰ·ｳｰﾀﾝさん（＠亮）

お久しぶりですぅー。

あ。そうなんですか???
代々木の前にｺﾒﾝﾄくださったんですか???
最近こいつよく消えるんです。

まひるが怒っておくんで。（笑

いやいや、ｱﾀﾞﾙﾄ先生なんて命名された日にゃ

ヤバイよね。

下炸裂しちゃうもん。（笑

うんうん。その後亀ちゃん担の子と

何か進展あった???
たちょも亮ちゃんも男前だよねー。

もう大好き!!!!!!＞＜

しおりんさん（＠忠義）

ｻﾏｽﾍﾟの申し込み、今日して来ました。

ﾎﾝﾄ１６日締め切りとか死ぬかと思いました。

生きてますけど。（笑

高校の時からﾊﾞｲﾄしてて自分のお金で

なんとかやってきてたんですが



最近はﾎﾝﾄにきついなぁって思いますね。

は。ｺﾝの時に頭撫でてもらえる程

まひるは可愛い子だったんだろうか???（笑
なんかあんまり笑わない子だったような

気がします。

安田章大さんはｵｰﾗｽの時にｽﾀﾝﾄﾞ１列目の２人組の

手の甲にお姫様ﾁｭｳをしてましたね。

大倉忠義さんが同じことしてたらたぶん気絶しますね。

たちょは確実にどSですね。
まひるがどMなのでどS大歓迎なんですけども。
ヨコはMだと思いますねー。
たつよしさんは夜の方激しそうですもん。（笑

なんか空とﾄﾞﾗﾑﾊﾟｯﾄﾞを買ってﾍﾞｯﾄが置けなくなったんじゃなくて

激しすぎてﾍﾞｯﾄを壊したんじゃないかって

言ってました。（爆笑

だってまたﾍﾞｯﾄ新しいやつ買ったってことは

置くｽﾍﾟｰｽはあるんですよ。

ってことはそうゆうことです。（笑

（妄想族）（笑

琴美さん（＠亮）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

こちらこそ仲良くしてください。

ﾖﾛｼｸお願いします。

りりかさん（＠忠義）

田中さん、犬逃げてるよー。も

もっそい可愛いですよね。

Mｽﾃのたちょ、最高でした。
めっちゃｷﾒ顔とかしてて可愛かったですよね。（笑

わー。冷やしあめ、美味しそう。

生姜湯とか大好きなんで。

ｻﾏｽﾍﾟに行ったら買いに行こうかななんて思ってます。

ｹｯﾀﾏｼｰﾝ、まひるはどこで覚えてきたんでしょうか???（笑



あー。でも名古屋に行った時に

TAXIに乗ったら方言が書いてあるﾋﾞﾗみたいなのが
あってそれもらったからそこで覚えたのかも

しれないですね。

こっちでも普通にﾁｬﾘﾝｺって言いますね。

ﾊﾞｲｸなのに手信号って···｡（涙

ｳｲﾝｶｰがついてるじゃん!!!!!
おばROCK最高ですよね。
すごく元気が出ます。

真由子さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

Mｽﾃのたちょ、ﾎﾝﾄかっこよかったですよね。
もうめちゃくちゃ胸ｷｭﾝでした。

ｹｯﾀって東海地方の方言なんですね。

いや、面白いなぁと思いまして。

まひるはそれをどこで覚えてきたのかは

知りませんけども。（笑

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

なつみ（＠忠義）

あ。それはまじｿｯｸだね。（笑

まひるも前にエイトが出た少ｸﾗ、ｵｶﾝが勝手に

ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟﾃﾞｯｷから出しちゃって録画できてないことが

あってまじｿｯｸだったもん。（笑

「やっさんばる」···。（笑

手ごわいな。

ﾔﾝｷｰか???（笑

こいもさん（＠隆平）

お久しぶりですぅー。

Mｽﾃの公約、ﾎﾝﾄ地味にｳｹる。（笑
あのさりげなさが。（笑



たちょのｷﾒ顔でまたﾌｧﾝ増やしましたよね。

ちっくしょー。

悔しいけど可愛かったぜ。

丸ちゃんも可愛かったですよね。

ってまひるはｵｰﾗｽにやってた丸ちゃんの

高橋克典の物まねを思い出して

1人爆笑してました。
こいもさん見ました???
めちゃそっくしですよね???
ﾎﾝﾄ丸ちゃん、可愛いです。

冷やしあめ、美味しくないんですか???
なんか美味しそうなｲﾒｰｼﾞが。（笑

とりあえずｻﾏｽﾍﾟに行った時に買ってみます。

ゆりえさん（＠忠義）

お久しぶりです。

もうﾎﾝﾄおばROCK最高ですよね。
エイトメンみんな面白すぎだし。

ゆりえさんって岐阜なんですか???
知らなかった。

でも「ﾁｬﾘ」って言うんですね。

まひるのとこでも普通にﾁｬﾘですよ。

さちさん（＠忠義）

暗号の件ではありがとうございました。

すごく嬉しかったです。

女の子の日ってつらいですよね。

まひるも高校の時１度気を失いました。

学校で。（笑

あ。さちさん、たちょの汗降らしの被害というか

ｾｸﾊﾗ（?）にあったんですか???
大興奮じゃないですか。（笑（←変態

あ。ありがとうございます。

好きと言っていただけると素直にﾃﾝｼｮﾝあがってしまうんですけど

いいですか???（笑



見てくださる方が増えていくと

ﾌﾟﾚｯｼｬｰに負けてしまいそうになるんですよね。

でもまひるはたとえ１００人でも３０００人でも

少しでも見て共感してくれる人がいたら

いいなって思います。

だから負けずに頑張ろうって思います。

そんな、憧れなんて言われる程の人じゃないんですけど

ﾃﾝｼｮﾝあがっていいですか???（笑
これからもぜひぜひ仲良くしてください。

ﾖﾛｼｸお願いします。

ちろり（＠どっくん）

ちろりのﾊﾟｿってﾉｰﾄなんだ???
なんか大学生とかってﾉｰﾄなｲﾒｰｼﾞがあるよ。

学校で使ったりするから。

え???勝手なｲﾒｰｼﾞだって???（笑
錦戸名義も人口多そうだもん。（笑

まひるはまだ大倉名義になってFTONﾂｱｰが最初だから
これからどうなるかわからないけど

きっとｳﾝｺだと思うわ。

ちなみにやっと今日Y&Jに申し込みしてきました。
さて番号何番ぐらいになるんでしょう。

やっぱり雛上信五にしておけばよかったかな???（笑

ぼんさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

いえいえ、こちらこそ大倉担としてはまだ２年ちょっとの

ﾍﾟｰﾍﾟｰですけどぜひぜひ仲良くしてください。

また遊びにいらしてください。

訪問お待ちしてます。

ありさ（＠ﾋﾟﾛｷ）

あ。しーません。（涙



代々木で内うちわ、大喜びします。（笑

相葉ちゃん、なんか仕事詰まってるみたいで

あんまりお休みもらえなかったっぽい。

症状は軽いものって言われてるけど

心配だよね。

YOSAKOIのﾋﾞﾃﾞｵはﾒｰｶｰ別に何でもいいよ。
映り悪くてもいいよ。

とりあえず見れるだけありがたいってゆーか。

また相方に聞いて後でﾒｰｳするね。



2006.06.15 Thu 大倉忠義にｺﾒﾚｽ。

今日、２回目です。

大倉担まひるです。

なぜ今日２回目なのかというと

∞ﾚﾝｼﾞｬｰを読んだら
どうやら大倉忠義さんが緊急なようなので

何か書かずにはいられなかったので

大倉忠義にｺﾒﾚｽ!!!!!

忠義が何に対してぐるぐる回ってるの???
って言ってるのかまひるにはわからないけど

でも地球というものはいつの時代もくるくる

回ってるし、どこでも回ってるし、

形が変わることなく回っています。

人生においても言えることだと思う。

それに喜び悲しみ人は涙する。

人によってｽﾋﾟｰﾄﾞの差があるけど

運命の波に逆らうことは出来ない。

いや、そんなことはないはず。

運命だって変えることは出来るはずだよ。

自分では変えたつもりでもそれでもきっとそれは

運命の流れにそっていただけかもしれない。

それでも運命を変えようとする気持ちの持ち方、

努力が大切なんじゃないかなぁ。

何か手にすると失ってしまう。

そんな時ばかりではないと思うよ。

そんなに人生捨てたものじゃないとまひるは思うよ。

確かに拾う神ありゃ捨てる神ありっていうけどね。

でもそんな後ろ向きな忠義は忠義らしくないと

まひるは思うよ。

大切なものを守り、新しいものも手に入れようよ。

それが人の成長じゃないかな。

誰にだって人に抱きしめてもらいたい時あるよ。



忠義がつらく、孤独で

寂しかったらまひるはいつでも抱きしめてあげるし、

そばにいてあげるよ。

忠義は１人じゃない。

だから絶望しないで欲しい。

自分に運命に絶望しないで欲しい。

すべて手に入れることなんて出来ないことなのかも

しれないけど

それでも前を向いてもがいてもがいて

這い上がって欲しい。

忠義は１人じゃない。

いつもそばにいるから。



2006.06.17 Sat 歯をくいしばるんだ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いつまでもｸﾞｼﾞｸﾞｼﾞしてられないしと思って

ﾌﾞﾛｸﾞを書くことにした。

今日、夢を見た。

夢の中の忠義はいつものように笑ってた。

だからきっと大丈夫。

忠義もきっと笑って過ごしていると思う。

ってゆーかそうであって欲しい。

まひるの中でもいろいろあって。

でもさすがOｶﾞﾀﾝ。

開き直りました。（笑

ｶﾞﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

いや、ぶっちゃけ昨日は泣いたよ。

その前の日なんて眠れなかったさ。

ﾄﾘﾌﾟﾙﾊﾟﾝﾁで。

でも今日、仕事から帰ってきて突如開き直った。

ﾋﾅﾃｨﾌﾞ精神。

あ。そういえば

最近???つーか１年ぐらい前からなのかなぁ。
光が異常にまぶしいのよ。

だからﾊﾟｿの白い画面ももっそいまぶしくて。

こうゆうの弱視ってゆーのかなぁ。

１度眼科に行ってこよ。



今日ね、滝沢演舞城のﾌｫﾄﾌｧｲﾙが届いたの。

早速忠義の写真入れてご満悦。

すでに３回眺めてみました。(笑
で、忠義の笑顔を見た。

こうしてまひるは忠義に救われてきたんだなぁって

思った。

そう思ってる人もたくさんいるはず。

だからこの気持ちが忠義に少しでも届いたらいいな

って思う。

忠義、頑張れ。

まひるも頑張ってるよ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

忠義への励ましのｺﾒﾝﾄもお待ちしてます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.06.19 Mon 言葉って難しいね。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

何が正しいとか何が間違ってるかとか

そんな単純なこともわからなく

なってしまっている状態です。

誰かに相談するﾊﾟﾜｰも残っていません。

なのでこのことはｽﾙｰでお願いします。

ちなみに忠義のことではないので

ご心配なく。

まひる、個人の問題だから。

つーか今日、職場でS氏に「つっけんどん」って
言ったら何それ???って言われましたけどもー。(笑
つっけんどんって標準語だと思ってた。(笑
違うんだねー。

ちなみにぶっきらぼうみたいな意味です。

いやね、上司の人に「いくらいくらのお買い上げになります。」

って言ったら「なります」が違うって

言われて将棋の話でたとえ話とか

されて結局

「いくらいくらのお買い上げです。」って言えって

言われたのね。

それがつっけんどんって話をしてたんですよ。

それで店長にその話をしたら

「なります。」であってますよ。

って言われて今度注意されたらﾏﾆｭｱﾙ読めって言っていいよ。

って言われました。（笑

ちなみにS氏は長野の人です。
つーかつっけんどんにｳｹる。（笑

つっけんどんって!!!!!
空（＠章大）に初めて



「ﾑｶﾂｸら???」
って言った時以来の大爆笑でした。

ら???って何???みたいな。（笑

今、すごく大切な人とｹﾝｶしてて。

まひるは分かり合えるまでとことん話しあいたいんだけど

でももう無理って言われちゃって。

それがしんどくて

ご飯も食べれなくて。

言わなきゃわからないこと伝わらないことだって

あるんだってこと。

ただそれが言いたくて。

仲直りできたらいいなって思う。

まひるも気が短いから

あー言われたらこう言うみたいな

言い合いになってるから

冷静に自分の正直な気持ちをﾒｰﾙしてみたんだけどね。

言葉って難しいね。

そだ。mixiまた再開したんで
mixiやってる人は「福原まひる」で検索して
絡んでちょー。

ﾏｲﾐｸもぜしぜしお誘いください。

友達少ないんで。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明日か明後日ぐらいには予定ちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.06.20 Tue 笑って笑って。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は午前中に病院に行って

お昼寝をして過ごしました。

もう1ｺのﾌﾞﾛｸﾞのﾃﾝﾌﾟﾚ、そろそろ変えようかなぁとか
思いつつ素材探しも何もしてないってゆーね。

なんか実はﾃﾝﾌﾟﾚ作りが苦手だったりする。(笑
ｱﾎだから。（笑

最近すごくぼんやりしてて

TVとか見てても全然頭に入ってこないし、
「ｸﾛｻｷﾞ」とかもぼんやりしてる。

覇気がないのは確かだ。

頑張れ自分。

なんか人様に迷惑かけない自分になりたい。

今の自分、足引っ張ってばっかりだもん。

あ。ところでうっかりしてましたが

このﾌﾞﾛｸﾞ、１８日で１周年を迎えました。

１年もﾌﾞﾛｸﾞ２ｺやってたことがすごいぞ自分。

って思います。

最初はこっちのﾌﾞﾛｸﾞがｻﾌﾞﾌﾞﾛｸﾞだったんだけど

文字数が自由に書けるってことで

結局こっちがﾒｲﾝﾌﾞﾛｸﾞに。

ﾌﾞﾛｸﾞを書くことは楽しかった。

きっとくだらないことしか書いてないと

思うけどそれでも楽しかった。

この先出来る限りﾌﾞﾛｸﾞが続けられたらいいなって思う。

頑張れ自分。



忠義ってさ、ﾂﾗｲ時程笑顔ﾏｰｸが多いよね。

きっと大丈夫だよって言いたい気持ちと

ﾂﾗｲんだって気持ちの葛藤だと思う。

でも忠義だって人間だし、

ﾂﾗｲ時はﾂﾗｲって言っていいと思う。

いつも笑って良いｺちゃんのｱｲﾄﾞﾙなんて

しなくていいとまひるは思う。

ﾌﾟﾛ意識に欠けてるという人もいるかもしれない。

でも人間らしくてまひるはいいと思う。

忠義も普通の２０代の健全な男子なんだって思えるし。

誰だって人間そんなに強くないよ。

まひるなんてよわよわだもん。

きっと友達から見たら負の部分が大きくて

扱いづらいんじゃないかって思う。

それでもまひるは笑って生きていきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.06.22 Thu CATCH MY HEART

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ちょろーっと元気でてきたまひるです。

あとは今日の大倉忠義の∞ﾚﾝｼﾞｬｰにかかってます。（笑
なんかこの間、亮ちゃんと遊びに行ったりしたみたいだし、

大丈夫かな???って思ってます。

あ。あと正式に言ってなかったので

大倉忠義

「劇団演技者」座長

おめでとう!!!!!!
すごく演技力の問われる番組だから

その座長に選ばれたことがすごく嬉しいです。

忠義の努力が実ったのかな???
またこうしてお芝居の仕事がもらえるって

最高だね。

これも亮ちゃんのﾌﾟｯｼｭと

忠義の努力だね。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにおめでとう。

つーか寝すぎで疲れた。

昨日２２時頃からﾍﾞｯﾄﾞの中に入って

２４時には確実にご就寝で

今日起きたの１２時だもん。

腰とか肩とか痛くて。

ちょっと起きてるのがしんどいもん。

そんなわけで腰に湿布貼ったった。

気持ちいいー。



今日ね、中学の時の夢を見た。

好きな男の子がいてその男の子はちょっとした不良みたいな

感じだったのね。

で、まひるも同じｸﾞﾙｰﾌﾟにいたんだけど

ﾃｽﾄが戻ってきて。

実はその当時まひるさん、勉強をたいして

してもいないのにできちゃう嫌味な子でね。（苦笑

３６０人中１０番以内に入ってしまうような子で。

ｸﾗｽの誰よりも勉強してる男子より成績良かったもん。（笑

そしたらその好きな男の子に

「福原は住んでる世界が違うんだなぁ。」って

言われてそれがすごくｼｮｯｸで。

今思えばそんなこと気にすることもないのに

気にしちゃってわざと成績落としたりして。

で、結局のｵﾁはその男の子はｸﾗｽの優等生を

好きでね。

なんじゃそりゃって感じでしょ???
ﾊﾞｶﾊﾞｶしくて勉強頑張りましたよ。

でもその男の子とは高校行ってからも仲良かったなぁ。

高校、別々だったけど。

中２の時の淡い恋でした。（笑

なんかさ、中学生ぐらいの頃って

すごく好きな人できたりしない???
なんか先輩とかでも好きな先輩いたし、

付き合ってる人もいたし。(笑
あ。でも好きな先輩って中１の時で

彼氏が出来たのは中２の時なんだけどね。

今、ﾎﾝﾄ滅多なことで人を好きになったりしないもん。

今なんてﾎﾝﾄに大倉忠義ONLYだし。
それもどうかと思うけど。（笑

でも大倉忠義に大ﾏｼﾞだし。(///(エ)///) カーッ
ちょっとやそっとのことじゃ

身を引くつもりないから。

忠義、ﾖﾛｼｸね。

なんかこの言い方怖い。（笑

ま、簡単に諦めたりしないってことです。

諦めるって忠義の彼女になることをとか



そうゆう意味じゃなくて

好きでいることを諦めないって意味です。（笑

CATCH　MY　HEART

また後で書きまーす。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁで。(笑

病み中につきｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.06.22 Thu いつもの大倉忠義がそこにいた。

本日２回目大倉担まひるですけどもー。

いやね、さっきまで

弟とｵｶﾝとお酒飲んでました。

まひるは滅多にお酒飲まないんですけど

久々に飲みましたね。

芋焼酎が美味しくて。（笑

で、今お腹ﾀﾌﾟﾝﾀﾌﾟﾝです。

でも酔っ払ってはいませんよー。（笑

そんな焼酎７杯程で酔うほど

お酒弱くないですから。

ちなみにうちの弟の新しいﾎﾞﾄﾙを飲んだんですけど

弟の作るお酒は焼酎８割水1割氷１割ですけどねー。（笑
ほぼﾛｯｸ。（笑

ｵｶﾝは日本酒を飲んでたので

まひると弟でﾎﾞﾄﾙ７割空けちゃいました。

うち、ﾎﾝﾄ酒飲み一家なんですよねー。（苦笑

まひるも一時期すごい飲んでた時あったし。

今は薬飲んでるんで

お酒やめてるんですけどね。

さてさて話は変わりまして。

今日の∞ﾚﾝｼﾞｬｰです。
もう夜遅くてｺﾒﾚｽしてる時間がないので

ちょこっとだけｺﾒﾝﾄしますね。

忠義が何事もなかったかのように普通だった。（笑

なんか安心しちゃって涙が出た。

そりゃ酒もうまいよ。（笑

１週間のﾓﾔﾓﾔが半分消えた。

まだまひるの個人的なことでﾓﾔﾓﾔは消えてないけど

でも忠義がいつもと変わらずそこにいた。

それが嬉しかった。

先週のは何だったのよ!!!!と



ちょっと聞きたい気持ちもあるけど

知らなくていいことだってあるわけだし。

忠義だって一方的に愚痴りたい時ぐらい

あるよね???
まひるがいつも勝手に愚痴ってるのと一緒で。（笑

だからこの先もどんどん愚痴ってください。

心配も多いにしてしまうｱﾎｳですけど

それでも忠義についていくから。

そんなことぐらいで

「大倉何やねん???」なんて思っちゃう程
冷たくないですし、

いつでも大倉忠義の行動、言動には寛大ですよー。

そりゃたまにはﾌﾟﾁって脳天が言っちゃう時も

なきにしもあらず。（笑

もう劇団演技者の撮影は終わったのだろうか???
なんか夏にも何かあるみたいなこと

言ってたし、

忠義のﾌﾌﾌﾝって気持ちに操られながら

待ちたいと思います。

あ。あとすばるもﾄﾞﾗﾏの撮影に入ってるんだよね。

聞いた話だとまた星野真里ちゃんと共演って

聞いたんだけどこれ曖昧情報だからｽﾙｰして。

なんかｽﾍﾟｻﾙらしいです。

楽しみだね。

亮ちゃんのは途中まで読んで

やべー。今度はどっくんが病んでる!!!!!!って
思った瞬間大丈夫だよの一言。

ふーと汗をぬぐいつつ

なぜかﾌﾞﾗｯｸﾚﾝｼﾞｬｰを読む。読む。読む。

やっかし今週もｽﾙｰされてるぜ。

村上んの傷の話、まひるもすごく心に残ってたんだよね。

ちょうど∞ﾚﾝｼﾞｬｰのｺﾝﾄやってる時に言った一言だったのかな???
傷は治すためにあんねんぞ。

今のまひるの心も一緒である。

きっと治すために今の傷が出来てるんだと思う。

村上んのその一言で少しﾗｸになれた部分あるし。

これからもエイトメンの言葉で癒されていく



自分がいるんだろうな。

ありがとう。エイトメン。

父の日。まひるはｵﾄﾝにぐい飲みｾｯﾄをあげました。

あ。また酒かよ!!!!!って思った???（笑
だってうちの家族ﾎﾝﾄ酒飲みなんだもん。

そんなわけでほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁで。（笑

１ﾎﾟﾁでまひるさんHAPPY度ｱｯﾌﾟ。（笑

ｺﾒﾚｽ病み中につきお休みちぅです。

なるべく早めにやりますねぇ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.06.23 Fri お前じゃないとｱｶﾝねん。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

最近「ﾄｰﾙｰﾌｧ」の美味しさにﾊﾏってしまいました。

ちなみに豆乳のﾌﾟﾘﾝみたいなやつに

黒蜜をかけて食べるやつね。

ﾏｼﾞ美味しい。

ｽｲｰﾂｽｲｰﾂ。

あー。もう今日ﾀﾞﾒだ。

足腰痛くて。（笑（←どこのｵﾊﾞﾊﾞだ

昨日、ぐうたら生活送ったから

今日しんどいよー。

でも昨日、頑張ってもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞのﾃﾝﾌﾟﾚ作ったのよー。

単なる思い付きです。

まぁ、お時間ある人は見たってー。

えーと。

ﾒｰﾙを何通か頂いてるのですが

ちょっと精神的に余裕がなくてお返事が遅れてます。

もう少しお返事の方遅れるかと

思いますが待っていただけると幸いです。

ﾎﾝﾄにすみません。（滝汗

つーか昨日のﾚｺﾒﾝ、ﾒｰﾙすればよかったなぁと。

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞされたい。（笑

ちなみにまひるはどっちを選択すると思います???
ヒナちゃんかヨコか。



うーん。

ヒナちゃんですね。（笑

あー。でもやっかしそれは大倉忠義さんに言われたいので

ヒナちゃんに言われるのは待ったｺｰﾙだわ。（笑

しかもｼﾁｭｴｰｼｮﾝ考えないとならないんでしょ???
別にまひる夢ない少女だからそんなんいらないもん。（笑

普通に２人でTV笑って見て終わって
「これからも俺の隣で笑っていてくれ。ずっと。」って感じで

いいもん。

あ。なんかﾌﾞｽ恋に影響されてる???（笑
でもそんな自然な感じでいいの。

それを関西弁で言われたらｸﾞっとくる。(笑
忠義にそんなこと言われたら号(┳◇┳)泣ですよ。
「まひるでいいの???」ってたぶん泣きながら
何回も聞いちゃうと思うもん。

それをちょっと落ち着いた口調で

「お前じゃないとｱｶﾝねん。」

って言われたい。（笑（←こっちが本命

出た!!!!!妄想族!!!!!
あー。今、考えただけでHAPPYだよ。
大倉忠義よ。夢をありがとう。(笑
大好きだよー。忠義さーん。

つーか今日、腰痛くてﾊﾟｿの前に座って

いられないのでこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁで。

まひるのHAPPY度が上昇します。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅ。



2006.06.24 Sat 忠義よりも大切なこと。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

眠いだす。

昨日早く寝たのになぁ。

今日も早く寝て明日は仕事、人数足りないから

たぶんﾌﾙ回転だと思うし。

休憩とか取れるの???って感じだし。
絶対店長、ｼﾌﾄの組み方がおかしいし。

日曜日に必ず休むのもおかしいし。

店長なんだから日曜日もしっかり仕事出てください。

だいたい日曜日の昼間に人が２人しかいないのが

おかしいから。

明日、無理だったら来週から店長にも

店に出てもらうって先輩が言ってた。

いや、絶対無理だって。

つーかｷﾞｬﾙｻｰを久々に見たら話が

全然わからなかった。

特に最後のいもこの説明がちっとも

わからなかった。

なんでしんのすけがいもこなの???
わからないあるよ。

でね、ﾃﾝﾌﾟﾚ作るのに必要かなと思って

Pict Bearの本を買ったのね。
先月に。

全然わからないんですけど!!!!!
しかもｻｲﾄさんでﾚｸﾁｬｰしてるとこがいくつか

あってそこのうちの１つがなくなってて

もっそい困るの。

本読むより全然ｻｲﾄさんの方が詳しくて



親切に載ってるんだもん。

またどこかｻｲﾄさん探そうー。

でもﾃﾝﾌﾟﾚ作るのはﾎﾝﾄ気まぐれ。

気分が乗ってる時じゃないと作れない。

しかも一気に作るﾀｲﾌﾟ。

嫌いじゃないんだけどね。

自分でﾃﾝﾌﾟﾚ作った時は感動するし。

あ。でもよくみほたん（＠ゆっち）にも作ってもらうんだけど

みほたんのﾃﾝﾌﾟﾚはﾎﾝﾄ丁寧で綺麗で

感動する。

まひるなんて最近やっとちょこっといじれるように

なったぐらいだけど

みほたんは年季が違うからね。

やっぱうまいよね。

そういや、みほたん、今、研修か何かに行ってるんだっけ???
もう帰って来たのかな???
なんか最近KAT-TUNｺﾝとか行ってないから
KAT-TUNｺﾝに行ってみほたんとかかめち（＠亀梨）とかに
会いたいなぁって思うんだけどね。

かめちとは１回会おうみたいな話になってたことが

あるんだけど

まひるがあまりにも疲れすぎて

お風呂入って眠りに行っちゃったから

会えなくてね。

ﾎﾝﾄあの時はしんどかった。(笑
かめち、ｺﾞﾒﾝね。

ﾄﾞﾘﾎﾞ以外でもまたKAT-TUNとエイトが一緒に舞台とか
出来たらいいなぁって思う。

つーかﾕｰとｼﾞｬﾆｰだよの申し込みがちゃんと

出来てるのか不安で。(笑
考えたらまだ１週間ぐらいしか経ってないんだもん

確認なんて無理だよなぁ。

せっかちくんだからね。(笑
会報１号目から届くんだろうか???
それが心配で。



あとﾂｱｰの申し込みが来るかどうか。

今のとこ仙台を予定してるんだけど

まだ行けるかどうかもわからないし、

関東であれば関東に行きたいし。

でも東名阪って一切発表されてないんだよね。

FTONﾂｱｰの追加みたいな感じだったら
行かなくてもいいかなって思ってる。

これからなるべく自分の中で

決めた最低限のﾚﾍﾞﾙの中でやっていきたいから。

無理せず自分のﾍﾟｰｽで。

だから行けない時は行けないと

自分に正直でありたい。

なんかね、今、すごくエイトに触れるのが

怖いんだよね。

だから携帯の待ちうけとかも忠義じゃないし。

元から入ってる景色の画像になってるし。

逃げてると言えば逃げてるのかもしれない。

でも自分の中に逃げれる部分を作っておかないと

追い詰められてしまうから

それでいいと思う。

今は忠義のこと考えることよりも

大切なことがあるから。

それが解決したら

また忠義の元に戻ってきます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁﾖﾛｼｺ。

１ﾎﾟﾁでまひるのHAPPY度上昇。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

来週中には予定してます。

長くお待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。



2006.06.25 Sun ｻﾞ・変態。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ひえ〜。

今日ﾏｼﾞ９時間労働で休憩なしだったんですけどぉー。

ﾏｼﾞしんどかった。

ご飯も食べてないからお腹空くし、

足痛いし、忙しいし。（涙

帰ってきて即寝しようかと思ったけど

今日、堂本兄弟じゃん。

いやーん。楽しみ。

たぶんこれ書き終わる頃には見終わってると思うけど。

つーかかめち（＠亀梨）に住所貸すよって自分でﾒｰﾙしてて

かめちからﾒｰﾙ来て何のことか

わからなかった。（爆笑

たぶん朝早くにﾒｰﾙしたみたいで

かなり寝ぼけていた模様。

で、自分のﾒｰﾙ見て思い出して

即効かめちにﾒｰﾙしたよー。(笑
かなり天然ちゃん発揮しちゃったよ。(笑
しかもﾒｰﾙしたの今朝だし。(笑
今朝、８時頃起きてたらしい。

全然記憶にないけど。(笑
はい。すっとっぼけー。（笑

さっきKAT-TUNのﾄﾞｺﾓのCM見た!!!!!
ｵｶﾝがたまたま見てた番組の途中でやったんだけど

すぐ気づいてやっぱｶｯｺｲｲなって。

なんか先週のMｽﾃの時、ｽｶﾞｼｶｵさんが出てて
ﾘｱﾙ·ﾌｪｲｽを書いた時の話になって

自分の殻をやぶりたくて３ヶ月ぐらい



かかりましたって言ってて

そんな大切な曲なんだなぁって思って

KAT-TUN担じゃないのになんだか嬉しかった。
ﾘｱﾙ·ﾌｪｲｽ良い曲だもんね。

最近頻繁に過呼吸をおこすようになった。

幸い外に出てる時じゃないから

いいんだけど

でも正直つらい。

薬飲んで呼吸整えるまでに２０分ぐらい苦しむ。

なんか一生治らないのかなぁとか

考えちゃうもん。

それだけは避けたいけど。

つーか眠い。

今日、休憩もなかったからお昼寝もしてないし。

あ。そんなわけで堂本兄弟見終わったんですけど

忠義、初めてﾘｱﾙにｴﾛ発言したよね。（笑

いつもWebとかでﾘｱﾙにしたことなかったから
これかぁ〜。

Webの堂本兄弟ﾚﾎﾟに載ってた
女性人を引かせた一言って!!!!って思った。
つーかｱｲﾄﾞﾙがﾌﾞﾗの紐とか言うな!!!!!
めちゃ笑ったけど。(笑
そんな大倉忠義がｽﾁです。（笑

ｻﾞ・変態。（笑

なんか最近忠義、面白くなったよね???
演舞城で鍛えられた感じがする。

こうゆうとこをもっともっと巷の人に

知ってもらいたいのよ。

うん。

つーか丸のM字開脚とかえぇのん???（爆笑
また明日続き書きます。



眠いので寝ます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁで。

１ﾎﾟﾁでまひるさんﾃﾝｿﾝMAX。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.06.27 Tue お、お、沖縄。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

やっとはいはいが出来るようになった

大倉担まひるですけどもー。

つーか昨日寝たのﾏｼﾞ早かった。

２２時にはﾍﾞｯﾄﾞに入って２３時には爆睡。

やっぱ早く寝ると気持ちいいよね???
で、４時に１回起きて水飲んでまた寝た。

本日起床時間８時です。

でもたぶん途中でお昼寝すると思う。

今日、劇団演技者だからね。

はい。お昼寝から復帰です。

ﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞのDVDを配送に来たことも知らず
爆睡です。

とりあえず不在票があったので

電話しておきました。

ばあちゃん曰くｺﾞｫﾝｺﾞｫﾝ寝入りってやつです。（笑

ｺﾞﾝｺﾞﾝって何???
うちもお年寄りが家にいなくなって

珍しい方言をあまり聞かなくなりましたね。

寂しいことです。

いろいろ面白い言葉や風習とか教えてもらいたかったのにな。

ちなみにうちの家族だけしか

使わない言葉もありますのであしからず。

あー。そう、それでね、堂兄ﾚﾎﾟを書こうかと思ったのですが

もう日付が経ち過ぎて曖昧になってきてるので

やめました。（苦笑

経ち過ぎてってたかだか２日なんですけども。（笑

寝ると忘れるんです。（笑

忠義の変態ぶりは忘れませんけどね。（笑



まぁ、言い出しっぺは亮ちゃんですけど。

亮ちゃん、ヒナちゃん、忠義の三段落ちです。

ﾌﾞﾗ紐言うなｺﾞﾙｧー!!!!!
下がったﾌﾞﾗ紐を直すのは恥ずかしいんだって。

壁|▽//)ゝテレテレ
その恥ずかしがってる姿に萌え〜ってなるんでしょ???
ｻﾞ・変態!!!!!
M字○脚なんて恥ずかしがってないもんね。
それよりは全然いいけど。(笑
丸ちゃん全否定かよ!!!!!
丸ちゃんってそんなｷｬﾗだったっけ???(笑
相変わらずヨコヒナの掛け合いが面白かったけど。

あれだけ関西人揃うと面白いよね。（笑

あー。嫁に行くなら関西人だなぁ。

あ。それで亮ちゃんと忠義がこの間、

沖縄に行って来たんでしょ???
画像手に入れました。(笑
まひるの持ってる画像が悪いのか

若干大倉忠義さんのお腹がー。（笑

なんとなく悟ったね。

これか!!!!!!
エイトコンで何があっても脱がない理由はこれか!!!!!
って思った。

亮ちゃんと比べるとﾎﾟｯｺﾘしてるの。

画像が小さいからもっそい見づらいんだけどね。

でもﾎﾟﾝﾎﾟｺﾘﾝ。

人のこと言える体型してないので

これ以上言いませんが。（笑　

ちなみに忠義さん片手にﾀﾊﾞｺです。

いやーん。男前ー。（笑

でも痩せようね。

まひるもがむばるから!!!!!
画像欲しい方はﾊﾟｿでも携帯でもﾒｰﾙください。

ちなみに１回でもﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒﾝﾄくれた方のみだけと

させていただきます。



ﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒﾝﾄじゃなくてﾊﾟｿにﾒｰﾙくれたことある方でも

OKです。
ﾒｱﾄﾞはﾌﾟﾛﾌの「福原まひる」ってとこに載せてあります。

ﾖﾛｼｺｰ。

画像は今夜中にﾒｰﾙくださった方までとします。

また夜に書きます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

１ﾎﾟﾁでまひるさん踊ります。（ﾀｺ踊り限定

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明日か明後日ぐらいにはやります。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.06.28 Wed ﾌﾟﾚｾﾞﾝ企画終了。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるです。

ここでﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ企画終わります。

ﾎﾝﾄ身内設定でｽﾐﾏｾﾝ。

また何が起こるかわからない

「日々、大倉忠義。」なのでみなさん毎日のﾁｪｯｸを

忘れずに。（笑

今日は「歌謡ｺﾝｻｰﾄ」でしたね。

忠義と亮ちゃん、日焼けしてたね。

なんかちゃんとﾘﾌﾚｯｼｭ出来たみたいで

良かったです。

亮ちゃん、ありがとう。

じゃ、劇団演技者を後で感想書きますねーん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁで。

まひるのHAPPY度UP!!!!!（笑

あとWebﾊﾟﾁにｺﾒﾚｽ特にしてなかったんですけど
何かした方がいいですか???
お返事はWebﾊﾟﾁにしてくださって結構ですよ。
ちゃんとﾁｪｯｸしてますんで。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.06.28 Wed ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ１話。

えーと。

まず画像の件とﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄの部分を書かないで

欲しいという意見がありまして

どうしたものかと迷っています。

画像の件は表に出てはﾏｽﾞｲものだと

いう認識はまひるにもあります。

だから普段お世話になってる身内設定にしました。

あとﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄな部分と言われましても

まひるはｽｹｼﾞｭｰﾙ的なものは一切書いてないですし、

ただ大倉担として

大きなお世話だったのかも

しれませんが

たちょが凹んでたことを気に病んでらっしゃる方の

お力になれたらと思っただけのことで

自慢のつもりは全くありません。

あと画像の内容を書いたのは

画像を見ることの出来ない人のために

書きました。

しかし、ﾈｯﾄという不特定多数の方が見てる場所で

軽はずみのことを書くのも

どうかと反省しています。

なので個人的なことはﾒｰﾙやmixiでと
考えています。

まだどうするのかも決めていませんけど。

ということですが

ご意見のある方はｺﾒﾝﾄなりﾒｰﾙなりお待ちしてます。

さてさて。それで劇団演技者第１話見ました。

ﾏｼﾞ、まひるの大好きな展開です。

ﾔﾊﾞｲです。

かなり。（笑

ちなみにはじめ（忠義）はほぼｹﾞｰﾑしてます。

ひたすらｹﾞｰﾑです。

しかもなつかしのｼﾘｰｽﾞです。（笑



高橋名人のｹﾞｰﾑとか初期のﾌｧﾐｺﾝｼﾘｰｽﾞですよ。

はじめもめっちゃ連打してました。（笑

で、これって空飛べるよなぁってひたすら

言っててめちゃ可愛かったです。

しかもｱﾘｽがﾋﾞﾙから飛び降りました。（わけわからん

えぇ〜!!!!!
の展開です。

ﾏｼﾞではじめ、もっそい可愛いの。

ﾃﾞ○ﾍﾙの姉さんは普通にｾｸｰｽしてましたけど何か???
ｱﾘｽは飛び降りましたけど何か???
しかも来週は進化がﾃｰﾏらしいです。

何かが進化してるそうです。（笑

ﾏｼﾞでﾎﾝﾄぶっ飛び系です。（笑

ﾄﾗｯｼｭﾏｽﾄﾗﾝﾄや森田剛くん時のﾌﾞﾁ切れ感で

今までの忠義にない感じです。

なんかもうはじめ自体がｲっちゃってる系ですもん。

絶対面白い。

あとｽｶ☆Jの忠義と亮ちゃんとﾖｺで
ﾛｹ行ったやつが面白かった。

唇のﾓﾃﾞﾙさんと手のﾓﾃﾞﾙさんが出てきて

忠義と亮ちゃんが表現するんだけど

唇ってやらしいよね???
ｽｹﾍﾞｪな感じがする。（笑

なんか亮ちゃんとかため息まじりに

ﾋﾟｻﾞ食べながら「美味しい。」とか

言ってて妙にやらしくてｳｹた。

忠義の口角ｷｭっとあげてるとこ間近に見れて

感動。（笑

あと一番星の方では丸ちゃんがもっそい笑いの

神が降りててﾏｼﾞｳｹた。

今回は結構面白かったかなって思う。

亮ちゃんってS的姉さんに弱いのね。（笑
で、思ったんだけど

なんで忠義と亮ちゃんのﾛｹはそんなにやらしいんですか???
いや、萌えるけど。（←変態



萌えるんかい!!!!!!

ほなまた明日。

おつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁで。

まひるさんのﾃﾝｿﾝが上がります。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.06.28 Wed これからについて。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ねむーい。

昨日ってゆーか今日、朝まで起きてたし。

睡眠時間４時間ぐらいだよ。

いろいろ考えた結果

きっと画像ﾌﾟﾚみたいなことはもうやらないと

思うけど

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄな部分は支障のない程度で

書くことに決めました。

だから絶対日付は限定しませんし、

ちょこっとだけ書いたりするつもりです。

かと言ってまひるも繋がりがあるわけでもなんでも

ないんで書けることも少ないと思いますけど。

それでも今後お付き合いください。

画像ﾌﾟﾚも実際のとこ３０００人以上見てくださってる中で

ほんの１０人程度の常連さんにしか

あげてないですしね。

そんなもんですよ。

びっくりすることでもないです。

まぁ、勝手に画像を配ると言うのも

どうかと思ったので今後はなしの方向で。

ﾎﾝﾄに反省してます。

忠義、亮ちゃん、関係者の方ｺﾞﾒﾝなさい。

つーか肩がｺﾞﾘｺﾞﾘに痛いんですけど。

首回しても一向に回復しないし。

でも肩をもむともっそい気持ちいい。

今日はﾊﾟｿ、程ほどにして早く寝よう。

やっぱり睡眠不足はﾔﾊﾞｲよね???
体がｶﾞﾀｶﾞﾀになる。

ﾏｼﾞ今日、しんどいもん。



あまりにもしんどいのでｴｽｶｯﾌﾟを飲んでみた。（笑

そんなのが常時冷蔵庫に入ってることの方が怖い。（笑

いや、違うんだって!!!!!
前にｵﾄﾝが箱で買ってたからそれを２本もらって

１本はかなり前に飲んで

残り１本が冷蔵庫に入ってたのよー。

ちなみにﾏｲ冷蔵庫です。（笑

まひる、離れに１人で暮らしてるから

ﾏｲ冷蔵庫を持ってるんですよ。

しかも以前は１ﾄﾞｱだったのに

今では２ﾄﾞｱ。

だからｱｲｽとかも買いだめ出来るし、

誰かに食べられる恐れもないし。

あ。つーかさ、劇団演技者の前にWaTが出てる番組が
あったんだけどあれは何???
軽くｽﾙｰしてしまった。（滝汗

WaTが司会なの???
それさえもｽﾙｰしてしまったよ。（滝汗

もうだって劇団演技者のことで頭いっぱいでさ。

しかも演技者のこの先の展開が全く読めないの。

ｼｭﾜちゃんの名前出てたけど

ｼｭﾜちゃんってあのｼｭﾜちゃん???
原作か何かでｼｭﾜちゃんの名前出てなかったっけ???
よくわかんないけど。

後でｻｲﾄで確認しておく。

そんな作品に出られちゃう大倉忠義さんがｽｺﾞｲと思うわー。

しかも何がおこっても動揺しないのね。

それがびっくりだわ。

病んでる青年だよね。

ｹﾞｰﾑに夢中だし。

ちなみにまひるはｹﾞｰﾑで視力落としました。

昔、すっごいｹﾞｰﾏｰで。（笑

ﾏﾘｵものとかRPGとかひたすらやってて。
RPGとかやり始めると止まらなくて
寝ないでやって学校行ったりしてた。



視力落とす前は普通に２．０とかあったんだよね。

今０．１もないですけど。

初期のﾌｧﾐｺﾝとか未だに持ってるし。(笑
中古で買ったんだけど

前のTVの時はつなげられたんだけど
今のTVはつなげられなくてね。
たぶんｹｰﾌﾞﾙ買ってくれば接続出来るかもだけど。

なんとか殺人事件みたいなｹﾞｰﾑも好きで

携帯のｱﾌﾟﾘでちょっと前までやってた。

寝る前に黙々とｹﾞｰﾑやってたもん。

だから視力悪くなるんだけどね。

あとﾊﾟｿのやりすぎね。

要注意だわ。

あと久々に溜めていたｺﾒﾚｽやりまーす。

ﾎﾝﾄに溜めててｺﾞﾒﾝなさい。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁで。

まひるさんのHAPPY度上昇。

ｺﾒﾚｽ

ななさん（＠忠義）

まおさん（＠忠義）

真美さん（＠内・忠義）

ぼんさん（＠智久）

りりかさん（＠忠義）

あき（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

くーさん（＠忠義）

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ゆいさん（＠信五）

ナナ美さん（＠亮・忠義）

ゆりえさん（＠忠義）

はる（＠仁・亮）

仁菜さん（＠章大）

なつみ（＠忠義）

なっつんさん（＠忠義）

ありさ（＠博貴）

名無しさん

通りすがりさん

よしさん（＠亮）

チュンチュンさん（＠忠義）

真緒（＠和也）

ももねこ♪さん ななさん（＠忠義）
運動会、優勝したんですねー。

おめでとうございます。

嬉しいですよね。

まひるにも確かそんな記憶があります。

ｻﾙﾁﾞｴ、亮ちゃん出たら面白そうですよね。

ｽｯｺﾞｲ出来る子っぽいですよね。（笑

まひるもｻﾏｽﾍﾟ２回申し込んだんですけど

当たるのかどうか···｡（涙

とりあえず当たってくれたらそれでいいです。

まひるもお金貯めなくちゃー。

ご両親がｼﾞｬﾆｰｽﾞのことわかってくれると

嬉しいですよね。

うちはもっぱらｵｶﾝですけど。（笑

泣きたい時は思いっきり泣いたらいいんだよね。

で、後すっきりしてまた笑顔で

頑張れたらいいなって思います。

全然。上から目線じゃないですよ。（笑

まおさん（＠忠義）

昨日はどうもでした。（笑

好きな人が元気ないとやっぱり自分も

元気なくなってしまいますよね。



でもそこを敢えて明るく振舞うべきかなと

思いますね。

まひるの元気を分けてあげるような気持ちで

応援出来たらいいなって思います。

ﾌﾞﾗ紐はﾏｼﾞｳｹた。

なんか忠義、最近笑いのｾﾝｽが磨かれてきたなって

思ってます。

真美さん（＠内・忠義）

そうですね。

見えないところで忠義を支えることが出来たらいいなって

思いますね。

ｻﾏｽﾍﾟで新たな大倉忠義に会えたらいいなって

思ってます。

mixiでもﾖﾛｼｸお願いします。
いやいや、ﾌﾞﾗ紐ﾀﾞﾗﾀﾞﾗｰﾝはﾀﾞﾒでしょ???（笑
たまにｽﾙって落ちるから萌え〜ってなるんだよ。（←変態

そういや、たぶんまひるが１番最初に

横山裕を認識したのが新宿少年だったかも。

ｽｵｳだっけ???
あの頃はもっそい細かった。（笑

堂兄、最高でした。

ぼんさん（＠智久）

そうですかー。

ぼんさんはP担なんですかー。
でも浮気しちゃう気持ちわかります。

Pちゃんも忠義もｶｯｺｲｲですもん。
まひるも時々Pちゃんに浮気してます。（笑
忠義は素直な青年ですね。

実際のとこは何もわかりませんが

Webに関しては自分の素直な気持ちを書いていると
思います。

あ。ぼんさんもﾌﾞﾛｸﾞやってらっしゃるんですか???
ぜひｱﾄﾞﾚｽ出してください。



遊びに行かせていただきます。

りりかさん（＠忠義）

好きな人が苦しんでいたらやっぱり自分も

苦しいし、

好きな人が笑ってたら自分も無条件で楽しいし。

だから忠義にはずっと笑っていて欲しい。

でもﾂﾗｲ時はﾂﾗｲと言ってくれても

かまわないと思います。

一緒に苦しみ一緒に悲しみすべてを半分にしてあげる力が

もてたらいいなって思います。

楽しい時は２倍も３倍もの力で。

うん。そう思います。

俺って言ってる時ってたぶん大倉忠義の素の部分に

近い状態なんじゃないかって思います。

僕って言ってる時も可愛くて好きですけど。（笑

いつもありがとうの言葉がすごく胸に響きました。

こちらこそありがとう。

あき（＠忠義）

忠義にきっとみんなの気持ちは届いてると思う。

少しでも忠義を支えてることが伝わればいいなって

思います。

ゆか（＠忠義）

そだね。

変に騒ぎたてずただ大倉忠義が元気に

なって戻ってきてくれるのを待つのみだよね。

でもなんとかﾘﾌﾚｯｼｭできたっぽくて

良かったかなって思う。

まだ忠義の気持ちの奥底はわからないけど

でもきっとエイトメンが癒してくれると思うし、

ﾌｧﾝみんながついてるんだし、

乗り越えて欲しいよね。



まひるもお風呂入るとしんどい時ある。

だから夏場とかほとんどｼｬﾜｰなんだけど

週１ぐらいでお風呂に浸かってる。

ゆかは広島なんだ???
じゃ、地元開催だねー。

羨ましい。

山梨でもやらないかな???
つーかやってよ!!!!!って気持ちでいっぱいです。
なんかいつもの忠義に戻ってたよね。

正直ほっとした。

先週はｺﾞﾒﾝみたく言われたら涙が止まらなかったと

思うし。

ﾔﾊﾞｽ。

また今日、たくさん食べちゃった。

ｽﾚﾝﾀﾞｰﾎﾞﾃﾞｰにならないとﾀﾞﾒなのに。(涙
他人の画像を勝手に回してるという行為が

ﾎﾝﾄにいけないことだと気づいたので

昨日のうちに終了したんです。

ﾎﾝﾄｺﾞﾒﾝなさい。

ﾊﾟｿにﾒｰﾙいつでもOKですよーん。

くーさん（＠忠義）

「ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ」めちゃめちゃ好きなﾀｲﾌﾟのお話です。

基本的にまひるはﾌﾞﾁ切れ系のお話大好きなんで。

情報ありがとうございました。

忠義が少しでも元気に頑張れたらいいなって

思います。

１人の力では及ばないかもしれませんが

みんなで力をあわせたら

少しでも忠義に届くんじゃないかって思ってます。

博貴は必ず戻ってきます。

ﾒﾝﾊﾞｰとﾌｧﾝが信じてあげないと悲しいじゃないですか。

辞めるんだったらわざわざNEWSは活動停止に
なんてしないと思いますし。

ｸﾋﾞにする人間だけｸﾋﾞにして

続けていけばいいだけの話ですし。



だから必ず博貴は戻ってきますよ。

あといろいろご意見ありがとうございました。

参考にさせていただきました。

早く「ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ」見れるといいですね。

まひるもﾔﾊﾞﾒのお話大好きなので

久々にﾄﾞﾂﾎﾞにﾊﾏってます。

ゆいさん（＠信五）

ﾒｰﾙしたんですけど届いてないんですかねぇ。

また後でﾒｰﾙしますね。

なんかゆいさんに避けられてるのではないかと

日々不安で。（苦笑

またﾒｰﾙしまーす。

ナナ美さん（＠亮・忠義）

そう。心配って気持ちも大きいけど

それ以上に自分が何もしてあげられないという

無力さにｼｮｯｸを受けます。

でもきっとまひるは亮ちゃんが

忠義の気持ちを察してくれたと思ってます。

亮ちゃん以外にも癒してくれるﾒﾝﾊﾞｰや

家族や友達もいると思いますし、

きっと大丈夫だと信じたいと思います。

ゆりえさん（＠忠義）

ﾌｧﾝが出来ることなんてﾎﾝﾄ限られてしまって

ますよね。

その中で自分が何が出来るかってことだと

思います。

まひるはﾌﾞﾛｸﾞを書くこと、ﾌｧﾝﾚを書くこと

忠義を信じることしか出来ませんけど

少しでも力になれたらいいなって思います。



はる（＠仁・亮）

そう、忠義は１人じゃないんだよね。

家族やらﾒﾝﾊﾞｰやら友達やらﾌｧﾝやら

忠義の周りには忠義を支えてくれる人がたくさん

いるはず。

まひるもその中の１人でありたいと思う。

はる、ﾎﾝﾄ、ﾁﾝくん好きだね。（笑

なんか最近はるの口から仁ちゃんの話を

聞くよりﾁﾝくんの話を聞く方が多いもん。（笑

まひるもｱﾝｶﾞｰﾙｽﾞ好き。（笑

でも最近全然ﾊﾞﾗｴﾃｨｰとか見てなくて

全然ｱﾝｶﾞとかも見てないし。

何が面白い番組なのかもわからないよー。

仁菜さん（＠章大）

初めましてー。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

じゃ、ﾌﾞﾛｸﾞ後で遊びに行きますねー。

なつみ（＠忠義）

来月の１８日で彼氏と１周年???
わー。裏山。

ﾗﾎﾞﾗﾎﾞだねー。

そう???
このﾌﾞﾛｸﾞで大倉忠義という人のｲﾒｰｼﾞを

まひる風に書いてるんだけど

そのｲﾒｰｼﾞがみんなのｲﾒｰｼﾞになってしまわないと

いいなって思ってるんだけど。

でもたぶん間違ったことは伝えてないなとは

思ってるんだけどね。

こちらこそﾖﾛｼｸねーん。

なんかｴﾛ発言これからもっと増えそうだよね。

下ﾈﾀｷｬﾗが確立しつつあるね。（笑

ｷﾐくんとつよさんの絡み面白かったよね。

ヒナちゃんの突っ込みも冴えてたし。(笑



劇団演技者、面白いよ。

たぶん好き嫌いはっきりする作品だと思うけど

まひるは好き。

なんかちょっと危険な感じのお話大好きなんだよね。

なっつんさん（＠忠義）

９時間労働で座ったの１回だけだしね。

あとずっと立ちっぱ。

過呼吸はﾂﾗｲですね。

最近よくなるんです。

幸い外に出てる時にならないから

いいんですけど

たぶん外で出るようになったら

仕事にもいけなくなっちゃうんで。

お互いからだには気をつけましょう。

ありさ（＠博貴）

ﾋﾞﾃﾞｵ全然遅くなってもかまわないんで

ﾖﾛｼｸお願いします。

名無しさん

画像を勝手にまわしたことは反省しています。

自分でも悪いなって気持ちはあったので

身内限定にしたんですけど

それでもやってることはいけないことですよね。

ご指摘ありがとうございました。

通りすがりさん

画像を勝手にまわしたことは反省しています。

後は今日書いた通りです。

よしさん（＠亮）



ﾌﾞﾛｸﾞのURLはお教えすることが出来ません。
後はﾒｰﾙで書いたとおりですので

ご了承ください。

他人の画像を勝手に回すというのが

どれだけ悪いことか気づいての判断です。

ｽﾐﾏｾﾝ。

チュンチュンさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

まひるも常にﾒｰﾀｰ振り切ってますよ。（笑

なのでちょっとした痛いｦﾀなんですけどね。（笑

ぜひぜひたちょの話をしたい時はこちらでしてください。

たくさんのeighterさんもｺﾒﾝﾄされてるので
いろいろ参考になるかと思います。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

PS　はじめちゃん可愛かったですよね。（笑

真緒（＠和也）

確かｺﾒﾚｽ途中で切っちゃったよね???
ｺﾞﾒﾝよー。

しかももう1ｺのﾌﾞﾛｸﾞのﾎﾞｰﾄﾞ消しちゃったんだよね。
随分放置が続いたからｴﾛ系ｻｲﾄからの

ｶｷｺが増えすぎちゃって消しきれなくて。

勝手にｺﾞﾒﾝね。

またｺﾒﾝﾄください。

待ってます。

ももねこ♪さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

やっぱり１人でも欠けるのはｲﾔですよね。

８人揃って関ジャニ∞だと思います。
時々寂しいなって思います。



笑ってTVを見ていてもこれでﾋﾟﾛｷが居たら
どうなのかなとか考えてる自分がいます。

早く戻ってこーい。（笑



2006.06.29 Thu ﾌﾟｰﾙﾃﾞｰﾄでｶｰﾆﾎﾞｰ。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

果てしなくｼﾞｬｰｼﾞのｽﾞﾎﾞﾝが蒸れ蒸れ。（←最悪

いっそのことﾊﾟﾝｲﾁに。

ﾊｯ!!!!大倉忠義さんの喜びそうな光景だ。
いや、ここはﾁﾗﾘｽﾞﾑの方が萌えるのか???
悩むところだ。（←悩むな

つーかお昼寝しようにも暑くてお昼寝も

出来ないんですけど。

そんな３０度ぐらいで根をあげてるようじゃ

山梨の夏場の３５度以上の気温に

耐えられないじゃんかー。

ﾀﾞﾒだ。暑すぎるよ。お嬢さん。

ちなみにｸｰﾗｰ入ってます。

２５度ぐらいに設定してあるんだけど

これ以上は温度下げたくないのよ。

夏場が耐えられなくなるから。

ﾎﾝﾄ冬は全然平気なのね。

かなり寒いけど。

−５度とか平気でいっちゃうけど。
むしろ電気敷き毛布なんて使っちゃって

お布団の中がﾇｸﾇｸしてて幸せだし。

でも夏場は部屋の中にいても暑いでしょ???
それが耐え難い。

は。そういえば今週から官動小説だっけ???
丸ちゃんからのｽﾀｰﾄだよね。

なんか丸ちゃんﾊｰﾄﾞﾙ上げられてたから

ちょっと心配だけど

丸ちゃんならきっとまた面白いやつ



書いてくれるよね。

まぁ、自動的に忠義のﾊｰﾄﾞﾙも上がったんですけど。（笑

つーか今気づいたよ。

ｼﾞｬｰｼﾞの裏が起毛になってた。（笑

そりゃ暑いよ。

どんだけ冬支度なんでしょ???あたし。（笑
あ。そ、そ。山梨ではｼﾞｬｰｼﾞのことｼﾞｬｯｼｰって

言うらしい。（笑

ｼﾞｬｯｼｰって!!!!!（笑

なんか今日はね、もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞの方で

語ったね。

気になる人はﾘﾝｸから飛んで見てねーん。

だいたい２つのﾌﾞﾛｸﾞを更新してるから

お時間ある人は２つ共ﾁｪｯｸしてみてねーん。

そっちの方にまひるの詳しいﾌﾟﾛﾌとかもﾘﾝｸ貼ってあるし。

一応最初に始めたのが「One　Way」の方だったから
そっちの方に詳しいﾌﾟﾛﾌとかのﾘﾝｸが貼ってあるんだよね。

ま、「One　Way」も移動したんで
まだあんまり書いてないんだけどね。

前の「One　Way」も残してあるから
ﾘﾝｸから飛べるし。

ﾇｫｰ!!!!
ﾌﾟｰﾙ行きたい!!!!!
ちなみに大倉忠義さんはどんな水着が好きですか???
やっかしﾋﾞｷﾆだよね???
柄はどんなのが好きですか???
はぁ〜。忠義とﾌﾟｰﾙ行きたいわぁ〜。

ﾌﾟｰﾙﾃﾞｰﾄって１度もしたことないから

憧れるんだよなぁ。

でもちょっと恥ずかしいけど。



体に自信ないしなぁ。(///(エ)///) カーッ
脱いでもｽｺﾞｲんですﾎﾞﾃﾞｰになったら

一緒にﾌﾟｰﾙﾃﾞｰﾄしてください[:ラブ:]
わー。自分ｷﾓｽ。

ｷﾓｽだけど頑張って痩せちゃう。（笑

そ、そ。ｵｶﾝに太った???って言われてから
気にしてみたんだけど特にｼﾞｰﾝｽﾞもきつくないし、

上着も全然ﾋﾟﾁﾋﾟﾁじゃないのね。（笑

だから体重を計ろうと思ったのね。

でもうちの体重計ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示じゃなくて

ｱﾅﾛｸﾞのﾒﾓﾘのやつなのね。

で、まひるが体重計に乗るとﾒﾓﾘが小さくて

見えないの。(笑
眼鏡かけても見えなくて。（笑

かと言って人に見てもらうのは恥ずかしいから

結局体重計れず。（ﾄﾞｰﾝ

でも去年よりは太ってるかも。（涙

でもご飯もそんなに食べてないんだけどねー。

なんだろね。（笑

あー。そうそう、ちょっとｼｮｯｸなことを知った。

外○貴っていう名前のA○男優がいるんだって。
知ってた???
ちょっと凹んだ話でした。

ちなみに○の中は博の字ね。

うちのﾌﾟﾘﾝｽを汚さないでいただけます???
あー。忠義ﾊﾞｰｼﾞｮﾝとか出てきたらどうしよー。

そしたらたぶんまひるは絶対ﾊﾟｿで検索して

顔見ちゃうと思うわー。

あー。ｴﾛ大将だけに考えられるとこが怖い。

じゃ、忠義さん、ﾌﾟｰﾙよろしく。（笑



ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁでまひるさんHAPPY。

ｺﾒﾚｽ

みきさん（＠信五）

ちろり（＠どっくん）

さとみさん（＠忠義）

ぼんさん（＠智久）

さぉりさん

チュンチュンさん（＠忠義） みきさん（＠信五）
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

早速昨日ﾌﾞﾛｸﾞの方遊びに行かせていただきました。

また遊びに来てくださいね。

お待ちしてます。

ちろり（＠どっくん）

ﾌﾟﾗﾍﾞﾈﾀとか言っても誰と誰が遊んだとか

そんな程度のことしか書いてないのに

自慢ですか???とか言われるとは。（涙
自慢ってより大倉担として

最近忠義が堕ちていたから少しでも同じ不安に

思ってる人の気持ちを安心させたかった

ただそれだけのことで書いたんだけどね。

まひるも自分が聞いて安心したから。

あ。あれね。問題はあれだよねー。（笑

まぁ、これからも自分らしく書いていくよ。

ありがとね。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


さとみさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾒｰﾙでもお返事したとおり、人様の画像を

勝手にまわす行為というのがいけないことと

今回よくわかったので

画像はお送りすることが出来ません。

ｺﾞﾒﾝなさい。

これに懲りずにまた遊びに来てください。

また何かあった時にはさとみさんのこと優先させて

いただきますので。

ぼんさん（＠智久）

いえいえ。

いくらｺﾒﾝﾄの数が増えてもｺﾒﾚｽは必ずするつもりで

いますよ。

やっぱり読んでくれる人がいるってわかると

励みになりますし。

ぼんさんはﾌﾞﾛｸﾞ休止しちゃったんですか???
そうですかー。残念です。

後で検索してお邪魔しますね。

Pちゃん、GOLF＆MIKEとﾕﾆｯﾄ組んじゃいましたね。
びっくりです。

さぉりさん

画像ﾌﾟﾚはもうやってないんですよー。

ちなみにどんな感じかというと

忠義と民宿の方（女性）と亮ちゃんが

正面向いてﾋﾟｰｽして写ってる写真です。

顔ちゃんとわかりますよ。

チュンチュンさん（＠忠義）

木曜日は１８時が待ち遠しいですよね。



このﾌﾞﾛｸﾞは携帯からでも見れますよ。

良かったら携帯からもﾁｪｯｸしてみてください。



2006.06.29 Thu 元祖。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目の大倉担まひるですけどもー。

今日は久々にあれやります。

たぶん知らない人もたくさんいるかと

思いますがやります。

帰ってきた

勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ!!!!!
ﾄﾞﾝﾄﾞﾝﾊﾟﾌﾊﾟﾌ。

渋谷すばる様

自分って客観的に見ることが出来ないから

１番厄介だと思う。

思ってもいないこと口にしてしまって

後悔することもたくさんあるし。

すばるの考えは立派だと思う。

人に対して親切にしてあげたりとか

自分に出来ることの精一杯のことを

すれば必ず自分に返ってくる。

すごく前向きで良い言葉だと思うよ。

まひるも最近そうゆうことを忘れてたような

気がする。

なぁなぁになっててきちんと相手に

温かい心で接してあげることが出来なかった。

今はそれをすごく後悔してるし、

今ならちゃんと伝えられる気がする。

すばる、ありがとう。

そしてこれからもお互いその気持ちを

忘れないでいようね。

内博貴様



ﾋﾟﾛｷ〜。

ﾋﾟﾛｷのいない２年目の夏を迎えようとしています。

それでもﾋﾟﾛｷのことを考えなかったことは

１秒たりともなかったし、

常にまひるの心にはﾋﾟﾛｷがいた。

そして今もいる。

早く帰って来いよ。

美味しいご飯が待ってるぞ。（笑

錦戸亮様

今の亮ちゃんには考えたくない不安なことが

潜んでいるの???
すごく心配になります。

先週もそんな感じだったし。

亮ちゃんの言葉にはすごく今回ﾏｲﾅｽの言葉が

多い気がするのはまひるだけですか???
でも別な意味で力強いものを感じることも

出来るし、

亮ちゃんの中で何か改革みたいな

ことがあったのかなぁ???なんて思います。
迷いを一掃して前へ。

丸山隆平様

来週の大倉に続くまで小説かと思った

ｱﾝﾎﾟﾝﾀﾝですけども。（笑

なんか丸ちゃん、ｼｰﾄﾝ入ってませんか???
何気にｵｶﾏｷｬﾗですよね???（笑
ﾔﾔｳｹ。（笑

なんか今度の官動小説は特に何話で終わりとかないんだ???
まひるは長くても全然OKなんだけど
たぶん丸ちゃんとたちょが書くのが

大変なんだろうね。

それが１番の理由のような気がするよ。（笑

うんうん。

人に好かれたいとか嫌われたくないっていう



生き方はあまりまひるも好きじゃない。

自分らしさが押し殺されてしまうと思うから。

ありのままの自分をみんなに受け入れてもらいたいと

思う。

それでﾀﾞﾒなら何かを変えていけばいいと

思うし、

まず自分が楽しまなきゃ周りもついてきて

くれないと思う。

安田章大様

章大にしては絵文字もないし、

すごく真剣に語ってて珍しいなって思った。

まずそれが第一印象。

そう、普段の自分と入射角を変えてみて

物事考えることってすごく大切だと思うよ。

今のまひるに言えることだと思う。

自分の考えを人に押し付けるんじゃなく

見方を変えてみるのも時には必要かなって思う。

いつもとは違う自分。

大切にしたいと思う。

感性を研ぎ澄ませて頑張れ自分。

大倉忠義様

何がｱﾛﾊ〜だよ。（笑

この間までべっこし凹んでた人が

もう浮かれてるんですか???（笑
いや、別に忠義が元気になってくれて

浮かれるまでになってくれて嬉しいけどね。

え???なんだろ???
来週???
新しいﾄﾞﾗﾑが出来上がったとか???
つーか彼女できましたーとか言って

写ﾒ載せられても困るんですけどね。（爆笑

なんかすっごい期待させられてるんですけど。

何ですのん???



早く教えなさいよー!!!!!
また来週までﾓﾝﾓﾝとしちゃうじゃんかー!!!!
ﾊﾞｶﾊﾞｶ。忠義のﾊﾞｶ。

出た。また踏んだんですかー???
ある意味すごくｳﾝのついてる男じゃないですか???
まぁ、忠義についてるのはｳﾝじゃなくて

ｳﾝｺですけどね。（笑

ｳｿｳｿ。（笑

ｳﾝがついて劇団演技者とかｹﾃｰｲしたじゃないですか???
だからまた何か新しいお仕事が

舞いこんでくるﾁｬﾝｽ到来???
ちなみにまひるはｳﾝｺは踏んだことはござーません。

あしからず。

あ。ｳﾝﾁね。う・ん・ち。（笑

村上信五様

なんか村上さん、ちょっといいですか???
ｲｷﾞﾘｽに住んでる友達だから

「Lunch」って英語で書きました???（笑
海外とかﾎﾝﾄ生活環境とか全く違うと思うし、

考え方とかも日本人じゃ思いつかないような

こと考えてたりするでしょ???
まひるもそうゆうのは人生のうちで１度は

経験してみたいことだなぁって思う。

自分の目で見て確かめて自分の持ってる枠から

飛び出して新たな世界で試してみたいって

考えはまひるにもあるよね。

まひるも知らないよりはいろいろ知ってる方が

自分のためになると思うから

音楽でも映画でも何かしらﾁｬﾚﾝｼﾞ精神だよね。

音楽はまだまだ追求したいなって思う部分

たくさんあるし。

だって次から次へといろんな音楽が出てきて

新たな一面が押し出されていくでしょ???
だからもっともっと柔軟性を持って

勉強して少しでも感情豊かになって



少しでも自分の枠を広げたいなって思います。

横山裕様

ﾌﾞﾗｯｸﾚﾝｼﾞｬｰは来週何に変身してるのでしょう???（笑
なんか２〜３回目の時はｻﾎﾞってるなって

思ったけど段々面白くなってきちゃって

今週は何だろ???ってすごく楽しみ。
この先２ヶ月はさすがにｷﾂｲけど

でも来週何に変身してるか楽しみにしてるね。（笑

というわけで久々にやってみたんだけど

これやると∞ﾚﾝｼﾞｬｰを読んだなぁ〜って
すっごい感じるね。

達成感???（笑
すべての∞ﾚﾝｼﾞｬｰに感謝。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁでみんなもHAPPY。（笑

ｺﾒﾚｽは明日やりますねーん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.06.30 Fri お芝居。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

眠い。

あ。昨日さ、携帯をﾊﾟｿのｷｰﾎﾞｰﾄﾞの上に落としたら

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞの端っこのｷｰがもげました。（笑

なので黙ってつけたらおとなしく

くっついてくれました。ﾎｯ。

つーかｷｰがもげるって!!!!!
びっくりするわ。

つーかﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞのｼｮｰﾀｲﾑだけ見たんだけど

見た記憶が全くございません。（ﾁｰﾝ

なんで???なんでなんで???
まひるさん、痴呆が進行してる???
それとも記憶喪失???
いやね、でも隣に座ってた５０代ぐらいの

ｵﾊﾞｻﾝ２人組がずっと喋っててうるさかったのは

すっごいよく覚えてるの。

たぶんそれで集中出来てなかったんだな。

あー。最悪。

最近隣の席の人に恵まれてないんだよね。

まひる、ﾎﾝﾄ気になりだすとずっと気になっちゃうから。

次からは注意をしようと思います。

集中出来なかったら最悪だから。

つーか５０も過ぎて舞台のﾏﾅｰが守れないって

どんなんだよ。

あー。思い出しただけでも腹が立つ。

あ。今日ﾂﾀﾔでﾚﾝﾀﾙしてこようと思ったのを

すっかり忘れてた。

CDとDVD借りてこようと思ったんだけどなぁ。



なんかもうﾊﾟｿに入ってる曲が古い曲ばっかりだから

新しい曲入れたいなって思ってたんだよね。

まぁ、来週のお休みにしますよ。

ﾄﾌﾟｽﾃ買いました。

なんか忠義のﾍﾟｰｼﾞ読んで

すっごく忠義の言ってる意味がわかる気がした。

なんか途中ぐらいから忠義の芝居が変わってきてるのを

感じた時があった。

それからかな。

忠義の芝居がｸﾞﾝｸﾞﾝ伸びてきたのって。

あー。吹っ切れたんだなって思った。

特にﾏｼﾞｻﾏとか演舞城とかで

忠義のお芝居への思い入れとか感じたし。

やっぱり自分が本気にならないと何事も成長しないよね。

ﾄﾞﾗﾑだって最初の頃は手探りだったと思うし。

それが今は忠義の武器の一つになってるし。

そうゆうとこはやっぱり成長したんだな。

すごいな。見習わないとなって思うとこだよね。

与えられた仕事は１２０％の力でこなすぐらいの

気持ちでこれからも頑張って欲しいと思う。

そして与えられたというよりも自分から

仕事をもぎ取る、勝ち取るぐらいの

気持ちで望んで欲しいなって思います。

そんな大倉忠義を全力で応援します。

ﾄﾌﾟｽﾃは値段も高い雑誌だけどそれだけ内容もｸﾞﾚｰﾄﾞが高いと

思うし、すごく勉強になる。

普段聞けないお芝居の深い部分とかも知れて

すごく好きな雑誌です。

時間がある時にだいたい一通り目を通しますね。

今日はこれにて。（笑

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁで。

励ましになります。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.07.04 Tue ﾊﾋﾟﾊﾞ。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

３日もﾌﾞﾛｸﾞ放置してｺﾞﾒﾝなさい。

ちょっと疲れが溜まってたみたいで

土日と仕事に行く時間になっても

体が動かなくて起きれなかったので

お休みして寝てました。

昨日になってやっと起きれるようになって

でもﾌﾞﾛｸﾞ書く気分になれなくてねー。

それで今日に至ります。

とりあえず今日から復帰かな。（笑

たいしたことも書けませんがこれからもﾖﾛｼｸお願いします。

あ。そ、そ。mixiとかやってるんで
「福原まひる」で検索してお気軽にﾒｯｾくださいね〜。

ﾏｲﾐｸも募集中なので。

足跡帳もあるのでどぞ。

今日は午前中から病院に行って

午後はのんびり過ごそうかなと。

劇団演技者があるからお昼寝もしておかないとね。

武丸先輩が進化する日ですから。（笑

あー。はじめ君に会えるかと思うとﾄﾞﾁﾄﾞﾁ[:ラブ:]
はじめ君ﾃﾗｶﾜﾕｽ[:ハート大小:]
忠義の今の髪型ももっそい好きだし。

なんかまひるそればっか言ってない???
忠義の今の髪型好きって。（笑

いやね、長い時もすごく好きだったのね。

でも今の髪型もすごく好きなの。

大倉忠義ならなんでもいいんだって。

なんでも似合っちゃうんだって。



前髪ﾊﾟｯﾂﾝの時も好きだったし。

忠義の髪型でこれｲﾔだなって思ったことがない。（笑

やっぱ男前は何しても似合っちゃうのねー。

激しく裏山だわ。

大倉忠義、最高〜!!!!!
とむやみやたらに叫んでみる。(笑

つーか中田選手が引退宣言しましたね。

中田選手と言えば山梨が誇るﾋｰﾛｰですよ。

なんかヒナちゃんの連載にも書いてあったけど

中田選手が試合終わってからﾋﾟｯﾁで

泣いてたんじゃないかみたいな話がありましたよね。

これでつじつまがあいましたね。

引退を考えていたからだったんですね。

なんか寂しくなりますね。

もう中田選手のﾌﾟﾚｲが見れなくなると思うと。

中田選手、今までお疲れ様でした。

そして夢をありがとう。

これからも多方面での活躍お祈りしています。

あ。そうそれと

HAPPY BIRTH DAY
JIN AKANISHI
22TH!!!!!

仁ちゃんにとってまひるはﾀﾞﾒﾀﾞﾒなﾌｧﾝだったと

思う。

それでも仁ちゃんの歌に励まされてきました。

仁ちゃんにはもらうばっかりで何もしてあげることが

出来なかったけどそれでも仁ちゃんのﾌｧﾝやってて

楽しかったし、幸せでした。

ありがとう仁ちゃん。

そして２２歳おめでとう。



HAPPY BIRTH DAY
TAKAHISA MASUDA
20TH!!!!!

まっすー２０歳おめでとう。

まっすーの屈託のない笑顔ｽﾃｷだと思います。

これからもその笑顔でみんなを癒してあげてください。

みんなのｱｲﾄﾞﾙ増田貴久でいてください。

来週のｼｹﾞたんの誕生日とか普通に忘れそう。(笑
つーかｼｹﾞたんのWebの連載が終わってｼｮｯｸなんですけど。
あれ好きだったのに。

毎日欠かさず読んだね。

あれ読んでやっとｼｹﾞたんのｷｬﾗがつかめたのになぁ。

また連載やって欲しいな。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁでまひるさんHAPPY。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.07.05 Wed ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ２話。

武丸先輩の進化の話に妙に納得してしまった

ｵｶﾙﾄ好きな大倉担まひるですけどもー。

今回は結構はじめくんｾﾘﾌ多かったかな。

今回のまひるのﾂﾎﾞﾜｰﾄﾞは

はじめくんの「なんで???」ですけど。
なんで???に萌え〜!!!!!
あとはじめくんが今回やってたｹﾞｰﾑなんですが

ﾈｽﾞﾐみたいなやつはわからなかったんだけど

もう１つはｿﾞﾝﾋﾞか何かでしたよね???
まひるもやったことある。

小学生ぐらいだったと思うんだけど。

妙にｹﾞｰﾑｦﾀなまひるなのでした。

なんか心理学の先生とか面白いし。(笑
もうﾎﾝﾄに忠義の標準語萌えですよ。

来週とかちょっとはじめくんに何か起こりそうな予感。

なんか女に腕組まれてたし。（死

そんなことでｼﾞｪﾗってしまうまひるは

大丈夫なのでしょうか???
なんかまひるはｱﾘｽが好きだなぁー。

金髪のﾎﾞﾌﾞで可愛いの。

あ。そういえば忠義と亮ちゃんがｵﾛﾅﾐﾝCのCMに
出るって話聞いた。

忠義、ﾎﾝﾄﾌﾟｯｼｭされてるよねー。

まひるはﾔﾌｰのﾄﾋﾟで知ったんだけど

ちろり（＠どっくん）からもﾒｰﾙ送られてきてて

画像見ようと思ってたんだけど

全然au接続出来なくてやっとさっき見た。
なんか柔道着（？）に関ジャニって

書いてあるんでしょ???（∞までは不明
CM楽しみだなぁー。
ｵﾛﾅﾐﾝCｻｲﾄﾞではまだ公表されてないらしいけど



ﾎﾟｽﾀｰがあったんだって。

だからほぼ確実な情報ではないかと。

詳しくはﾔﾌｰ掲示板の大倉忠義のﾄﾋﾟに載ってるんで

見てくださーい。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁでよろしくーん。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.07.05 Wed 好き。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか乙女の唇がｻﾞﾘｻﾞﾘなんですけど。

ｵｶﾝに明日病院行ってきなさいって言われた。

見た目は全然普通なんだけど

唇と唇をあわせるとｻﾞﾘｻﾞﾘしてるの。

ﾘｯﾌﾟ塗っても全然改善されないし。

末期です。

ｵｶﾝに何かが欠落してるのよ。って

言われたんだけど何が欠落してるのさ。

そこを教えてくれよ。

ちろたん（＠どっくん）にｵﾛﾅﾐﾝCの映像もらったのに
見れなかったー!!!!!
このﾊﾞｶ携帯。

軽くSHOCK　ME。
WINのくせに肝心な時使えないんだよねー。
たぶん前の携帯（WIN）なら見れたんだろうな。
前の携帯は無敵でした。（笑

WIN初期ﾓﾃﾞﾙのくせに。
でも最近ちろたんと絡みが増えてきて

嬉しいんだよね。

前から結構絡んでいた方だとは思うんだけど

そんなにﾒｰﾙしたりとかって程じゃなかったから

ちろたんと仲良く出来て嬉しいよ。

ｻﾝｷｭｰちろり。

つーかﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰだっけ???
今日初めて使った。（笑

すごいね。

ちなみにこのﾌﾞﾛｸﾞのﾊﾞｰｺｰﾄﾞを読ませたんだけど



ﾌﾞﾛｸﾞ名まで出てくるんだもん。

世の中便利になりましたなぁ。

つーか今更でｺﾞﾒﾝなさい。（笑

もうﾔﾊﾞｲ。

忠義がかっこよすぎて。（笑

なんか今日とか雑誌見てて昨日の今日だから

余計に大好きﾓｰﾄﾞが炸裂してて。

なんかCMのお仕事まで来ちゃうんだねー。
しかもｵﾛﾅﾐﾝCなんてすごい人達ばっかじゃん。
そこに亮ちゃんと一緒に出られるなんて

ｽｺﾞｲなって。

どんどんかっこよくなってく忠義に

脱帽ですよ。

なんかその秘訣を教えて欲しいぐらいで。（笑

あー。もう大好きすぎて困るぅー。

なんか全然歯止めがきかなくなってるもん。

大好きすぎてﾔﾊﾞｲ。

大倉忠義さん、その男前具合は罪ですよ。

ﾏｼﾞで!!!!!
大器晩成型だね。

大好き。大好き。大好き。大好き。（ｳｻﾞｽ

世界中のどんな男前を見ても

忠義が１番男前と言えるね。

男前だし、可愛いし、性格いいし、背が高いし、

最高だよ。大倉忠義。

担当で良かったなって思えるとこたくさんあるし。

愛してます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


１日１ﾎﾟﾁでお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。



2006.07.07 Fri ちょっと、ちょっとちょっと。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は皮膚科に行くため仕事早くあがってきた。

とりあえず塗り薬と飲み薬もらったのね。

で、また来週来いと言われたのでまた来週。

皮膚科に行って「唇の荒れが治らないんです。」って

言ったら「ｷｽのしすぎかい???」って軽くｾｸﾊﾗ入ってましたけど。
おじいちゃん先生。（笑

そんな激しいﾁｭｳはしませんけど何か???
大倉忠義さんならしちゃいますけど何か???
しかもね、皮膚科で薬塗ってもらったんだけど

明らかに分量間違ってないか???ってぐらい
塗りたくられた。

ﾃﾝﾌﾟﾗ食べてもそこまでﾃｶﾃｶにはなんねーぞぐらいの

ﾃｶﾃｶぶり。

帰りにｺﾝﾋﾞﾆ寄ろうかと思ったけど

あまりのﾃｶﾃｶぶりに恥ずかしくて行けなかったじゃん。

だって余った分が上唇の上に乗ってるもん。（笑

そんなわけでしばらく口紅禁止令が出ました。

ま、塗るつもりもなかったんだけど。

だってｶﾞﾋﾞｶﾞﾋﾞになるもん。

先生ちょっと笑ってたし。（笑

あ。今日、郵便局行くの忘れた。

つーか荷物を持って出かけるのを忘れたが正解なんだけどね。

空たん（＠章大）にDVD送ろうと思ってて
皮膚科に行く途中で郵便局寄ろうと思ってて

すっかり荷物を持っていくのを忘れました。

ｱﾎだ。

ちょっと、ちょっとちょっと。



櫻井翔くんが甲府のFM-FUJI本社で公開放送やるらしいんですけど
見に行きたい!!!!!!
でも仕事なんですけど何か???

ﾉｰﾝ!!!!!!
翔ちゃまが見たいー!!!!!!（ｼﾞﾀﾊﾞﾀ
えぇー!!!!!
月曜日なんて絶対仕事早くあがれない曜日なんですけど。

だってﾊﾞｲﾄの新人くんしかいなくなっちゃうもん。

えぇー。翔ちゃま見たいー!!!!!（地団駄踏む
せめて先週のうちに知っていればなんとか

なったのに今回は無理だな。（涙

エイトだったら絶対行くのに。（笑

はぁー。翔ちゃまー。

嵐では断然翔ちゃま派なのに。（←元相葉担（ﾁｰﾝ

つーか今、ご飯食べたので薬飲んで

塗り薬をつけたんだけど加減がわからねー。

もっそいちょびりっとつけてるのに

唇に塗るとﾃｯｶﾃｶになるんですもん。（涙

ま、今日は誰も見てないし、いいけど

明日から仕事の時どうしよー。

恥ずかしいじゃん。

唇ﾃｯｶﾃｶで。（笑

しかもちょっとはみ出てるし。（笑

明日、朝起きたらﾌﾟﾙﾌﾟﾙの唇に戻ってないかなぁ。

見た目は全然皮もむけてないし、普通なんだけど

細かくｻﾞﾗｻﾞﾗなんだよね。

あ。でもね、今日、比較的元気。（笑

昨日とかもっそい死んでたもん。

ﾚｺﾒﾝ聴いてﾃﾝｼｮﾝあがらないかなぁとか

思いつつﾃﾝｼｮﾝ下がり気味で寝たもん。

１日中寝てたし。

ま、それに比べたらﾃﾝｼｮﾝ高くはないけど

低くもないよ。



決してｵﾘｽﾀに

「氷川きよし」

「西川貴教」って書いてあるとこ

普通に「西川きよし」って読んでふーん西川きよしって

なんで載ってるんだろうって思ってないから。（笑

つーかﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽに駄々はまり。

最近毎日飲んでるもん。

でね、昔そう言ったらその時付き合ってた彼氏が

ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽの１ﾘｯﾄﾙﾍﾟｯﾄを買ってきてくれたんだけど

ｺｯﾌﾟ１杯飲んで結局それ以上飲めなかったの。（笑

やっぱあれは缶でちょこっと飲むから

美味しいんだと思うんだよね。

１ﾘｯﾄﾙなんて絶対飲めないよ。

あ。もうすぐﾆｯﾎﾟﾝの歌だね。

見てちょっとでもﾃﾝｼｮﾝ上がったらいいなと思う。

大倉忠義に笑顔をもらおう。

結局は大倉忠義、エイトメンに元気を

わけてもらうことになるんだよね。

おんぶに抱っこじゃﾀﾞﾒだと思うけど

今は元気をください。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとね。

１日１ﾎﾟﾁでまひるさんのﾃﾝｼｮﾝ上昇。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

来週やりますねーん。

溜めててｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.07.08 Sat 月曜日!!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

月曜日、FM-FUJIに行けるかもしれない!!!!!!
間に合うかどうかわからないんだけど

とりあえずｼﾌﾄの交代をしてもらって

１７時あがりにしてもらえるかもー。

まだ店長に許可もらってないから

わからないけど。

翔ちゃま見れるかもー!!!!!!
でもFMｰFUJIの場所に何で行くって話なのですよ。
なんか場所が新社屋になってて

うちから近くはなってるんだけど

車の乗り入れが禁止になってて

だからﾊﾞｲｸで行けるかもわからなくて。

最悪ﾀｸなんだけど。

行きはﾀｸでもいいんだけど

帰りみんなﾀｸだったらﾀｸがつかまらないってことも。

どうしましょ。

ま、近くまでﾊﾞｲｸで行って考えます。

行けたらの話ですけど。

ｵｶﾝと話してたらﾏｲﾎﾞｽをちょっとしか

見れなかった。

なんか最後の方のﾌﾟﾘﾝを食べるのには

飛べばいいってﾃｺﾞにゃんの話から見た。

なんか長瀬くんとか普通に高校生に見えるのは

まひるだけですか???
髪型のせいかな。

ちょっとだったけどめちゃくちゃ面白い。

来週が楽しみだなぁ。



あ。ｵﾛﾅﾐﾝCのCM見たー!!!!!
亮ちゃんﾒｲﾝっぽかったけど

でもちゃんとｾﾘﾌあったし。

とりあえずﾏｲﾎﾞｽを録画すればｵﾛﾅﾐﾝCもCM録れそう。
来週録画しよー。

あとでｵﾛﾅﾐﾝCｻｲﾄも見てみよ。

久々にｴﾝﾀ見たけど久々に見ると

面白いな。

あんまりﾒﾝﾂは代わってないけど

ﾈﾀが磨かれてて面白い。

最近ﾊﾞﾗｴﾃｨｰとか見てなかったし。

ちょっと前にはねﾄびでつかじーにが

車買わされるのを見た以来???
とか言ってる間にまたｵﾛﾅﾐﾝCのCM見たし。（笑
関ジャニ入ります!!!!!
ってきっと全国のeighterが言ってることでしょう。（笑

短いけどほなおつー。

ｼﾞｪﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁよろしくねーん。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.07.10 Mon まひるの大倉忠義道。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、早番にしてもらって

１７時に仕事あがってFM-FUJI行ってきたなりー。
うちからﾊﾞｲｸで１０分ぐらいの場所なんだけど

ﾊﾞｲｸで行ってきた。

まひるが行った時はもうすでに１００人ぐらい並んでて

ｽﾀｼﾞｵに並ばされて徐々に前に行くっていう

感じでだいたい自分の持ち時間は２０秒ぐらい。

その間、３回くらい翔ちゃまがﾁﾗ見してくれて

手でﾊｰﾄ作ったら見て笑ってくれた。

満足!!!!!
翔ちゃま、ﾃﾗｶｯｺﾖｽ!!!!!!
なんか前の方に並んでる人とかで

高校生だったんだけど

ｶﾞﾗｽﾊﾞﾝﾊﾞﾝ叩いてうちわでｱﾋﾟって

翔くん!!!!翔くん!!!!!って絶叫してる子がいて
みんな失笑。

いやー。あたし誰担だよって話ですよねー。

いや、だってﾏｼﾞ翔ちゃま大好きなんだって。

嵐のﾃﾞﾋﾞｭｰの時の握手会、相葉担だったんだけど

まひるの時２つのﾌﾞｰｽにわかれてて

友達にどっちのﾌﾞｰｽ行く???って言われて
迷わず「翔くんの方!!!!!」って答えましたから!!!!!
相葉ちゃんより翔くん!!!!!（笑
結局その時は相葉ちゃんと翔くんが同じﾌﾞｰｽで

ﾗｯｷｰだったんだけどね。

いや、そんぐらい翔くん好きで。

だから今日行ってすごく良かった。

ﾏｼﾞﾌﾞｰｽの翔くんとの距離２〜３ﾒｰﾄﾙぐらい。



ま、その話はさておき

昨日、りか（＠北山・藤ヶ谷）に

どうしてそこまでたっちょんのこと好きなの???
って聞かれたのね。

自分でもよくわからないんだけど

どんな噂聞いても凹まないし、

ただ忠義のためになるﾌｧﾝになりたくて

人に負けたくないなって思うし

ﾘｱﾙ彼氏を降ってまで忠義を選んだから

中途半端な気持ちで忠義の応援をしたくないって

思うし、ﾎﾝﾄそれだけ。

常に前を向いて応援していきたいってゆーか。

自分の世界の枠を広げたいなって思うし。

例えば少しでもたくさん本を読むとか

音楽いろいろ聴いてみるとか映画たくさん見てみるとか

とにかく自分の感性ってまだまだ磨けると

思うんですよね。

だから自分のために感性磨いて

それが忠義のためにもなったらいいなって思う。

ただそれだけ。

もっともっと人のこと思いやれる人になりたいって思うし。

すごく学ぶことはたくさんある。

自分磨きなんてﾎﾝﾄｷﾘがないと思うんだよね。

どんなにやってもやっても頂点なんて

見えてこないし。

でも頂点目指して頑張る。

それがまひるの大倉忠義道かな。

がむばる!!!!!!
りかも迷わずに２人を愛して欲しいと思うし、

時には力抜いてﾘﾗｯｸｽﾘﾗｯｸｽ。

今日はこれにて。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁよろしくねーん。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明日ぐらいにはやりたいと思いまーす。



2006.07.11 Tue LOVE

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

朝っぱらから職場から電話あって

今日出て欲しいんだけどー。

えー。無理です!!!!!
だって寝てなかったし、

今から皮膚科に行くとこだったし、

前の日ぐらいに言ってくれないと

いきなり今日になって休み返上と言われても

予定っつーもんがあるだに。

ま、寝てないのが１番の理由だけど。

しかもいつも休みの木曜日も仕事入ってるし。

あ。なんか劇団演技者ってゆー番組が面白くないっていう

意見を見たんですが

えー!!!!!なんで???なんで???
面白いじゃん。

なんかあーゆうﾏﾆｱｯｸな劇団系のお話大好きなんですけど。

みんなが求めてるのはもっと普通のお芝居ってこと???
そんなの深夜枠でやったって面白くないじゃん。

わかってないなぁー。とｽｯｺﾞｲ思った。

ﾚﾍﾞﾙ低いなぁ。

つーか皮膚科行ったら先生に「難しい人が来た!!!!!」って
言われたんですけど。（笑

なんかまひるの唇の荒れは原因わからないらしいです。

たまに居るんですって。

そうゆう人。

でもだいぶ唇の荒れ良くなってきてて

問題は口紅を塗った時にどうなるかってことらしい。

とりあえず塗り薬はまだあるから



炎症止めの飲み薬だけもらった。

しかも行ったらお年寄りばっかり４人も待ってたんですけど。（笑

１番わからなかったのが

まひるの隣で待ってた人。５０歳ぐらいの人かな。

診てもらうのかなぁって思ってたら

診察終わって出てきた４０歳ぐらいの人の付き添いなの。（笑

で、なんか薬が出るまで待ってる間に

病状の説明を５０歳ぐらいの人にしてて。（笑

えぇー。皮膚科ぐらい１人で来ようよって

思ってみた。

ｦﾀ誌、購入。

どの忠義ももっそい可愛いんですけど!!!!!!
あー。もうﾎﾝﾄ口角がｷｭって上がってる笑顔が

ｽｯｺﾞｲ好きです。

LOVEです。
あ。で、思った。

忠義でもﾄﾞﾗﾑでまだﾏﾒ作ることなんてあるんだね。

意外だったよー。

もうﾏﾒとか硬くなってるかと思った。

W誌だっけ???
W誌の伝言みたいなﾍﾟｰｼﾞあるでしょ???
あそこにもっそい長瀬くん宛てに伝言が多くて

びっくりした。

すっごい後輩に慕われてるんだなぁって。

１番面白かったのはすっごい昔なんだけど

ﾃｺﾞにゃんと長瀬くんが全く交流がないのに

長瀬くんがﾃｺﾞにゃんに伝言したときね。

ﾃｺﾞにゃんの反応が可愛かった。

今じゃﾄﾞﾗﾏ共演してるからね。

他のﾄﾞﾗﾏ全然見てないからわからないけど

ﾏｲﾎﾞｽが１番のお気に入り。

ｻﾌﾟﾘも見たけどまだそんな面白いってゆー程の

展開じゃなくて。

しかも伊東美咲あんまり好きじゃないし。

佐藤浩市は好きだけど。（笑



役柄もいつもと違ってｺﾐｶﾙだし。

あ。なんか昔ｷﾝｷｺﾝのﾊﾞｯｸに仁ちゃんがついてた時に

剛くんのﾄﾞﾗﾏの話になってｺﾒﾃﾞｨだからみたいな話になって。

そしたら素で赤西仁はｺﾒﾃﾞｨって何ですか???って
聞いてたからね。（笑

さすが赤西仁。

赤西仁はﾍﾀﾚ返上したのかな???（笑
ﾍﾀﾚ具合が妙に好きだったんだけどなぁ。

つーか眠くなってきた。

もうちょっと我慢して爆睡しよ。

そういや、翔ちゃまは今出てるｦﾀ誌よりも

髪短かったなぁ。

短髪って程じゃないけど

ｦﾀ誌よりは短い感じ。

なんか髪型もそんなｷﾒｷﾒな感じじゃなくて

翔ちゃまお得意のｼｬﾂにｼﾞｰﾝｽﾞって感じでした。

はぁ。自然体ってｽﾃﾁ。

なんかもっそい昨日とかはにかんだ笑顔がｶｯｺｲｲの。

はにかみ笑顔萌え〜ですよ。

つーかまひるさん、すごく鼻の頭に汗かくんですよ。

だから夏場は化粧がはげはげになってしまうので

ｲﾔなのです。

だって平均５０点として

化粧しても５点ぐらいしか点数もらえないような

お顔になってしまうんですもん。

いやﾍﾀしたらﾏｲﾅｽですよ。

最悪。

昨日はまだ夕方涼しかったから翔ちゃまに

お恥ずかしいお顔は見せてないと思いますが。

でも大概ｺﾝとか夏場のｻﾏｽﾍﾟのような時は

汗をかくじゃないですか。

だから大倉忠義さんには常にﾏｲﾅｽで接してると

思うんですけどぉー。



ﾎﾝﾄ化粧のﾊﾟﾘっとした時期にお会いしたいものですなぁ。

しかも前の席で。（笑

あ。そしたら今年の滝沢演舞城ぐらい???
６列目の花道横。

ﾐﾗｺｰですよ。

でもﾎﾝﾄはｺﾝで前の方の席で入りたい。

舞台だとまずお手振りなんてもらえないでしょ???
ｼｮｰﾀｲﾑの時、奇跡があればの話で。

そんなわけでこれからの課題は

ﾊﾟﾘっとした顔で大倉忠義さんからお手振りもらう。

ですけど。（笑

いや、どうせ忠義さん前にしたら必死になってる

自分がいるんですけど。（笑

必死とかﾁｮｰｳｹる。

ほな、お昼寝しまーす。

また夜に書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁﾖﾛｼｸお願いします。

ｺﾒﾚｽ

陽菜（＠仁・亮）

仁菜さん

まおさん（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

みきさん（＠ひなちゃん）

なつみ（＠忠義）

さとみさん（＠忠義）

チュンチュンさん（＠忠義）

真優さん（＠章大）

ななさん（＠忠義）

しおりんさん

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


りりかさん（＠忠義）

みずき（＠章大）

真美さん（＠忠義）

ちろたん（＠亮ちゃま）

さちさん（＠忠義）

りえさん 陽菜（＠仁・亮）
ﾁﾗﾘｽﾞﾑはﾁﾗ見で返すのか???（笑
うん。自分が誰かのことを大切に思うように

自分も誰かの大切な人でありたいと思うね。

ﾁﾝくん金ﾊﾟがすっごい似合ってて可愛いよね。

ﾁﾝくん贔屓になる気持ちもわかるよ。

仁ちゃんと一緒にｹｰｷは食べたいねー。

なんか切り分けた大きさで負けず嫌いな仁ちゃんが

怒りそうだもん。（笑

何???「ﾂﾎﾞ屋八兵衛」って全国放送???
全然知らない。（笑

土曜日は基本的にお仕事だから土曜日のTVとか
全然知らないんだよね。

NHK見逃したのん???
「夏祭りにっぽんの歌」は見た???
亮ちゃん、めっちゃ短髪。

むちゃ幼くて可愛い。

仁菜さん

ぜひまた遊びに来てくださいねーん。

仁菜さんのﾌﾞﾛｸﾞにもまたお邪魔しますね。

ｵﾛﾅﾐﾝCのCMめちゃｽﾃﾁですよね。
あ。相ﾘﾝのお誘いありがとうございますぅー。

で、ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさいなんですけど

仁菜さんのﾌﾞﾛｸﾞ、画像ﾓﾛに使ってますよね???
ちょっと画像をﾓﾛに使うのは違法なので

相ﾘﾝもお断りしてます。

ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。

でもﾌﾞﾛｸﾞの方にはお邪魔しますので。



まおさん（＠忠義）

えぇー!!!!大きめのﾄｯﾌﾟｽにﾊﾟﾝｲﾁがいい発言とか
そんなさんまさんのような発想。（笑

山梨はﾗｼﾞｵがほとんど聴けないので

すごく残念なんですよねー。

ﾚｺﾒﾝも２４時からだし。ｶﾞｯｶｼ。

あ。水着のこと書いてあったね。

ﾊﾟﾚｵのついてるやつがいいって。

ﾁﾗﾘと見える太ももに萌えるんでしょうか???
変態だな。（笑

はｯ。まおさん、まひるのことｱﾎだと思いました???
そうだ。座れば体重計見えるわ。

今夜早速座って計ろうと思います。

なんか背中が泣いてるぜって感じ???（笑
なぜに皮膚科の薬はﾃｯｶﾃｶなんだ???
今日もﾃｯｶﾃｶな大倉担まひるですけどもー。

そうですかー???
共感出来る部分が多いと言われると嬉しいですね。

ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽはﾋﾞｽﾞで見たらﾀﾞﾒです。

あんな赤い飲み物飲めません。

なのであくまでも缶のまま飲むんです。

そうですかー???
なかなか自分の気持ちを言葉にするのって

難しいですよね。

まひるも元ｶﾚはｼﾞｬﾆｦﾀを理解してくれてる人だったんですけど

遠距離になってしまったので

それで彼氏に会いに行くか忠義に会いに行くかって

とこで忠義を選んでしまう自分がいたんです。

それでそんなことじゃ彼氏にも失礼だしって

思って別れを決意しました。

でも今でも全然後悔はしていませんし、

大倉忠義を全力で愛せる今がすごく幸せです。

ゆか（＠忠義）

いやいや、全然いっぱい書いてくれてOKよーん。



お好きなように書いてねーん。

ｽﾚﾝﾀﾞｰﾎﾞﾃﾞｰねぇ。

ｽﾚﾝﾀﾞｰﾎﾞﾃﾞｰって言ったら１６５ｾﾝﾁ以上なｲﾒｰｼﾞが。

はｯ。まひるもﾀﾞﾒじゃん。

ｽﾚﾝﾀﾞｰとは言わないかもだけど

とりあえず痩せます。

なんか忠義が背が高いから背の高い綺麗な感じの人とか

隣歩いてたら絵になる感じだよねー。

一生無理ですけど。

みきさん（＠ひなちゃん）

松竹座行きますよー。

その代わりたぶん９月からのﾂｱｰに

行かないかと思うんですが。

関東があったら行くと思うんですけど

関東がなかったら行かないですね。

仙台とか行きたいんですけどね。（涙

相ﾘﾝのお誘いありがとうございます。

全然OKですよー。
早速ﾘﾝｸ貼っておきますねー。

後でみきさんのﾌﾞﾛｸﾞの方にもｺﾒ残します。

なつみ（＠忠義）

やっかしたちょはﾁﾗﾘｽﾞﾑですか???（笑
基本変態だからね。（笑

人を勝手に捕まえといて変態呼ばわりか!!!!!
あー。鹿児島とか暑そう。

まひるの想像ではｶﾗっとした暑さかな???って
思うんですけどどうですか???
山梨はﾑﾗﾑﾗ暑いです。（変態か!!!!!
なんかしかも外○貴らしき人のﾑｰﾋﾞｰを見てしまった!!!!!
（所謂○Vのﾑｰﾋﾞｰですけど）（笑
なんかちょっと似てるの。（苦笑

なんか忠義似の人もいるらしいよ。

名前は知らないんだけど。



でも外○貴も検索しても出てこないんだよねー。

さとみさん（＠忠義）

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさいね。

また何かありましたらﾖﾛｼｸお願いします。

あ。全然。

民宿の方も全く知りません。

なので勝手に画像をまわしてる形になってしまったので

反省しています。

たまたままひるの知ってる掲示板に

画像と民宿のことが載っていたので

画像を手に入れたんですね。

たったそれだけのことです。

ありがとうございます。

ﾌﾞﾛｸﾞ頑張ります。

チュンチュンさん（＠忠義）

∞ﾚﾝにｺﾒﾚｽ楽しかったですか???
それは良かったです。

以前は毎週やってたんですけど

あれ結構時間がかかってしまうので

最近やってなかったんです。（涙

やっぱり８人分読まないと気持ち悪いですよね。

今は７人分しか更新されてないけど

でも必ず博貴のﾍﾟｰｼﾞも開くようにしています。

チュンチュンさん当落結果の方はどうでした???
あまり良い結果ではなかったっぽいですね。

まひるは１ｽﾃ確実１ｽﾃ微妙ってとこです。

微妙ってのは当落確認を最後まで聞き忘れたからなんですけど。（笑

はい。これからも大倉忠義くんのこと褒めまくってやります。（笑

ｵﾛﾅﾐﾝCのCMめちゃ可愛いですよね。
ｵﾛﾅﾐﾝCｻｲﾄの方でﾛﾝｸﾞﾊﾞｰｼﾞｮﾝも見たんですけど
すごく良かったです。

忠義ﾃﾗｶﾜﾕｽ!!!!!!
まひるは１人で離れで暮らしているので



朝寝起きで絶叫しようが夜、TV見ながら発狂しようが
全然苦情の出ない頭ﾊﾟｰﾌﾟﾘﾝな環境にいます。（笑

水２ﾘｯﾄﾙですかー???
１ﾘｯﾄﾙぐらいは飲んでると思うんですが

もう１ﾘｯﾄﾙはﾐﾙｸﾃｨｰを飲んでますねー。（笑

全然ﾀﾞﾒじゃんって話なんですけどもー。

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ見るためにお昼寝をしたかったので

今日、仕事のお誘い断ってしもたー。（笑

昨日寝てなかったからなんですけど。

残業お疲れ様です。

チュンチュンさんってお住まいはどちらなんですか???
ｵﾛﾅﾐﾝCって結構いろんなとこでCMやってるので
何の番組を録画すればいいのか悩み中。

ﾏｲﾎﾞｽの時やってたんですけど

ﾏｲﾎﾞｽ時間延長してたからその時間で確実に

録画できるのかよくわからなくて。（滝汗

つーか翔ちゃま見て来ました!!!!!
もっそいはにかみｽﾏｲﾙいただいちゃいました。（昇天

真優さん（＠章大）

はっ。真優さん、お腹の話はしないでー!!!!!（笑
なんか今日、ｲﾝﾄﾞのｻﾘｰを着てる人を見かけたんですけど

お腹だけ出てたんですね。

しかもお腹ﾀﾌﾟﾝﾀﾌﾟﾝだったってゆーね。（笑

あんな落ちが待ってるような気がする

大倉担まひるですけども。（笑

ななさん（＠忠義）

ｻﾏｽﾍﾟ当たってましたか???
２ｽﾃ申し込んだけど観に行くのは１ｽﾃですね。

当落確認を最後まで聞くのを忘れたので

もう１ｽﾃが当たってるのかどうかも

わからなくて。

だからもし当たってたら友達に譲ってしまおうかなって

思ってます。



ﾌﾞﾗ紐のとこは大倉担は激しく萌え〜ですよね???（笑
あ。ありがとうございます。

最近空も忙しくてﾌﾞﾛｸﾞ更新出来てないみたいですけど

気長に待ってあげてください。

しおりんさん

そうですかー。

ｦﾀ卒したんですかー。

あ。ｦﾀ停止か。

でも好きな人が出来るって良いことだと

思うんですよー。

まひるもいつの日か忠義よりも大切な人、

現れるかもしれませんしね。

その時ｦﾀ卒するのかどうかはわかりませんが

それまで精一杯大倉忠義を応援していきたいなって。

頑張ってくださいね。

あ。全然OKですよー。
これからも変わらず遊びに来てください。

りりかさん（＠忠義）

たくさんのﾒｰﾙありがとうございます。

なかなかすぐにお返事できなくてｺﾞﾒﾝなさい。

今夜辺りにはなんとか返そうと思ってます。

あとｵﾛﾅﾐﾝCの件ありがとうございます。
ご厚意に甘えたいなと思っています。（笑

健康ってﾎﾝﾄ大切ですよね。

まひるも睡眠薬がないとほとんど決まった時間に

眠れないのですごく困ります。

昨日は全く眠れず、さっきお昼寝したんですけど

３時間爆睡でした。

そうですね。

自分の中である程度のｾｰﾌﾞはしないと

たぶん気持ちに負けてしまうと思うんです。

あれも観たいこれも知りたいってなってたら

たぶん溺れてしまいますね。



お互い自分に負けずに頑張りましょうね。

関西でも「ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ」放送になったんでしょうか???

みずき（＠章大）

わー。お久しぶりですぅー。

月１ぐらいでﾃﾝﾌﾟﾚ変えてるんで

お暇な時にﾊﾟｿから時々見てやってください。（笑

「ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ」は１話の「ぶｯ込みｺｰﾙ」が

めちゃ可愛いですよー。

ﾎﾝﾄすごく楽しみにしてていいと思いますよー。

つーかさっきﾊﾞﾅﾅ食べてお腹痛くなってﾄｲﾚに

行ったけど出なくて。（笑

と、ﾁﾝﾊﾟﾝｼﾞｰ並みのことを言ってる

大倉担まひるですけども。

うー。またお腹ｷｭﾙｷｭﾙ言ってきた。（笑

真美さん（＠忠義）

ﾎﾝﾄ２TOPになってる気がします。
それはそれでちょっと寂しいんですけど。

やっぱり２TOPの位置は亮ちゃんと博貴かなって
思うんですよ。

あくまでも忠義は関ジミ３のﾎﾟｼﾞｼｮﾝで男前に

いって欲しいなって。

いよいよ３話ですね。

はぁー。今日はかんなりｼﾞｪﾗってしまいそうです。

まひるさん、ｶﾞﾝﾊﾞ。（笑

真美さんも彼氏とお別れしちゃったんですか???
そうですかー。

まひるも２人同時とか無理なんですよ。

しかも忠義の方が軽い気持ちとかだったら平気なんですけど

忠義の方が大ﾏｼﾞだったんですもん。

今までｦﾀやっててそんなことって１度もなかったんですけどね。

まひるも自分で痛い子ってわかってるんですけど

でも自分の気持ちが抑えられなかったんです。

だから真美さんの気持ちすごくわかります。



お互い頑張りましょうね。

ちろたん（＠亮ちゃま）

まひるもちろたんが大好きー!!!!!
たぶん今のON友で会ったことあるのって
ちろたんだけよ。

ﾏｼﾞで。ﾏｼﾞで。

なんかちろりにはすごく会いたかったんだよねー。

想像通りに可愛くておしゃれさんでもっそいﾃﾝｼｮﾝ

上がってもうた。（笑

また絶対会って話そうね。

さちさん（＠忠義）

いえいえ、そんな。

憧れるなんて人に言われるのには１０年早いで

ござるの大倉担まひるですけどもー。

わっ。汚っ。って言っちゃったんですか???（爆笑
そんなの忠義さん聞いたらﾏｼﾞへこみしますよ。（笑

まひるは口開けて待ってますけど。（笑

ｳｿです。

あーぅー。全然年なんて気にしないですよー。

年上でも年下でもどんとこいです。

ｵﾛﾅﾐﾝCのCM見れました???
めちゃ可愛いですぅー。

亮ちゃんが電話してる時に

ﾜｸﾜｸ感たっぷりな顔して待ってるたちょの顔が好きです。

りえさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

りえさんもｼﾞｬﾆｰｽﾞ大好きなんですか???
誰が１番好きですか???
まひるでよかったら語りましょう。

ﾖﾛｼｸお願いします。



2006.07.12 Wed ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ３話。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

見たよ。見たよ。

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ３話。

なんかはじめくんが壊れ始めてたんですけど。

来週とか絶対ﾔﾊﾞｲって!!!!!
なんかあの女ｳｻﾞｲしさ。

はじめくんに腕組んでくるし。

殺意芽生える。（笑

でもﾏｼﾞではじめくんもっそいもっそいｶｯｺｲｲんですけど!!!!!
何???あの男前具合。
萌え死するかと思った。

もうのたうちまわっちゃってるんですけど。（笑

しかもはじめくんちなんか複雑な環境らしいし。

だろうなぁ。

じゃ、なきゃあーゆうとこで働いてないし、

いや、働いてないけど。（笑

常にｹﾞｰﾑしてるだけですけど。（笑

はじめくん来週ﾌﾞﾁｷﾚるんだろうな。

はじめくんの言ってる空を飛べそうの意味も

なんとなくわかるし。

あー。来週が楽しみで我慢出来ないよー。

自分では録画してないから

友達に頼んでてDVDもらったらひたすらｶﾞﾝ見だよな。
ﾔﾊﾞｲ。ｷｭﾝ死しちゃう。

光ちゃんのCD結局２枚買ってもうた。
さすがに３枚は買えない。（←貧乏人

しかも予約してた違うｱｰﾃｨｽﾄのやつもこのお金のない時に

ご一緒でいいですか???って言われて
後でいいですとも言えず買ってもうた。

来週はKAT-TUNのｼﾝｸﾞﾙ発売なのになぁ。



夜行ﾊﾞｽの予約もしないとならないし。

あー。お金はどんどん羽ばたいて行ってしまうんですけど。

しかも雑誌と本も買ったし。

まひるって絶対お金貯まらないﾀｲﾌﾟだよね。

もうｼﾞｬﾆｦﾀってだけでお金が貯まらないもん。（涙

ARASHICもまだ買ってないし。
あー。もうﾎﾝﾄ９月はおとなしくしていよ。

ｸﾘﾊﾟまでおとなしくしてるわ。

年明けとかどうなるかもわからないし。

ﾄﾞﾘﾎﾞとか滝沢演舞城とか。

舞台はﾁｹ代がハンパないから余力を残して

おかないと絶対ﾔﾊﾞｲよね。

しかもｸﾞｯｽﾞ代とかもかかるし。

絶対我慢とか出来ないﾀｲﾌﾟだからｸﾞｯｽﾞも

忠義が出てる分は全部買っちゃうしさ。

あ。ｸﾞｯｽﾞって言えばﾂｱｰのｸﾞｯｽﾞどうしよ。

絶対新しく変わるよね???
ｼｮｯﾌﾟで全部買えるよね???
だったら暇みてｼｮｯﾌﾟ行けばいいし。

まぁ、いいや。追々考えよ。

つーかTVぴあ見て爆笑した。
あの局部ﾓﾃﾞﾙのｺｰﾅｰね。

あのﾊﾟﾂﾝﾊﾟﾂﾝの衣装がもうﾔﾊﾞｲ。（笑

確かに忠義、お尻他ﾒﾝに比べて大きいよね。

そのﾌﾟﾘﾌﾟﾘなお尻が大好きなんですけど。

そんなのがｱｯﾌﾟで見れちゃうなんてﾔﾊﾞｲって!!!!!
死んじゃうじゃん。

なんかいいなぁ。

亮ちゃんと忠義が辱められてる姿。（笑

なんか局部ｱｯﾌﾟって結構恥ずかしいよね???
早く見たいよー!!!!!
絶対ｽｶ☆Jって本編より街ｼﾞｬﾆとかの内容の方が
面白いよね???
昨日のｼｮｯﾌﾟのやつはどうかと思ったけど。

あ。でもﾒﾝﾊﾞｰが女の子にどんなｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄするのかは



ちょっと楽しみだったけど。

なんか忠義のｴﾛさが垣間見れた瞬間だった。（笑

お前はﾁﾗﾘｽﾞﾑ派じゃなかったんかー!!!!!!（笑
でも普通に見てやっぱりｾﾝｽを感じたのは

章大だったけどね。

普通に可愛かったもん。

昨日、お昼寝３時間しただけだったから

ｽｶ☆Jが始まるの待ってる間にももっそい眠くて。
ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽが終わって即効寝た。

あんなに一瞬で眠れたのは久々だね。

だいたい１時間ぐらいはもぞもぞしてるからね。

昨日はのび太くんになった気分だよ。

いつもあのぐらい秒殺で眠れるといいんだけどなぁ。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁﾖﾛﾋﾟｺ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.07.13 Thu 堂本光一。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は休み明日と交代でお仕事行ってきました。

さっき帰ってきたばっかでまだＷｅｂもﾁｪｯｸしてないっす。

とりあえず明日休みなので

いいんですけど。（笑

明日も出て欲しいって言われたけど断ったし。

なんだよ。なんだよ。

火曜日も出て欲しい。木曜日も出て欲しい。

金曜日も出て欲しいって言われたら

まひるはいつ休むのさ。

鬼か???

あ。光ちゃんの通常盤に入ってるﾎﾞｰﾅｽﾄﾗｯｸって

ＮＥＷＳのﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾊｰﾂのｾﾙﾌｶﾊﾞｰになっておま。

似てるなぁーって思ってて昨日ＴＶＬＩＦＥ見たら

ｾﾙﾌｶﾊﾞｰって書いてあった。

しかも歌詞を縦に読むと「どうもとこういち」になるでおまー。

なので持ってる人は確認してみてねーん。

何気に最近光ちゃんのこと書きすぎ???（笑
だって好きなんだもん!!!!!!
好きって大倉忠義さんの好きとは違うんですけど。（笑

だって光ちゃんは好きだけど愛してはないもん。（笑

でもｶｯﾁｮｴｴから言わせて。

明日Ｍｽﾃで生で踊る光ちゃん見て萌え萌えしたい。（笑

衣装とかも見たいし。

いやーん。ﾜｸﾜｸ。

もうだってＣＤﾍﾋﾞﾛﾃだもん。

しかもＰＶも昨日だけで７回は見てるね。

あのＰＶｶｯｺｲｲんだもん。

つーかＰＶって言えば

「大阪ﾛﾏﾈｽｸ」のＰＶが欲しいんですけどぉー。



ｵﾊﾞﾛｸのＰＶはｹﾞｯﾄしたんだけど

ﾛﾏﾈのＰＶ持ってなくて。（涙

誰かﾛﾏﾈとﾚｲﾆｰのＰＶ、ＤＶＤに焼けるよって人がいたら

ﾒｰﾙくださーい。

図々しいな。（笑

ｽﾞが基本なんで!!!!!（笑
つーかﾃｲﾁｸさんも初回盤にＤＶＤ付けてくれたらいいのに。

少し高くなってもやっぱＰＶ欲しいし。

いちいち探すのはめんどくさい。

そんなにまひるの住んでる地方はいろんなﾁｬﾝﾈﾙが

映る程都会じゃないっすよ。

しかも有料ﾁｬﾝﾈﾙ入れるほどお金に余裕もないし。

自腹だからね。（涙

疲れたのでもう寝ます。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.07.16 Sun 寝ます。

最近サボっててゴメンなさい。

今日はお酒飲んだら眠くなったので寝ます。

しかも堂本兄弟見逃した!!!!!(涙

ショックなので寝ます。

ほなおつー。



2006.07.18 Tue １年が過ぎました。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ここ３日ぐらいお酒飲んで寝てるのね。

なんかちょっと自分の体質を恨むね。

全然酔わないのね。

一昨日ぐらいに梅酒の１ﾘｯﾄﾙのﾎﾞﾄﾙ１本空けて。

ちょっと眠くなったかなって思ったから寝たんだけど

１５分後にはお目目ﾊﾟｯﾁﾘだし。

１５分でお酒抜けてた。（笑

で、昨日は芋焼酎ﾛｯｸでｺｯﾌﾟ３杯飲んだんだけど

全然何も変化がおきなくて。（苦笑

どんだけ酒強いんだよって思ってみた。

あ。ちなみに良い子のみなさんは薬を常用してるのに

お酒を飲むという行為はやめましょうね。（笑

さてさて随分ﾌﾞﾛｸﾞ放置しましたね。

今までで１番放置したかも。（苦笑

なんか女の子の日になる前ってどうしてもﾌﾞﾛｸﾞが

書けなくなるんですよね。

で、今回はそんな理由から放置しました。

どうしてもﾅｰﾊﾞｽになってしまって

面白いこと１ｺも書けないんですよね。

だから一応ﾊﾟｿには向かうんですけど

すぐ電源落とします。

今回は特に酷かったですね。

精神状態が。

たまにあるんですよ。

ﾍﾞｯﾄﾞから出られないぐらい堕ちる時が。

ま、それでも仕事には行ってたんですけど

自分の仕事するのがいっぱいいっぱいで

上司に愛想の１つも振りまけませんでした。（笑



あ。そ。そ。

お友達の方からｵﾛﾅﾐﾝＣのﾎﾟｽﾀｰいただきまして。（にんまり

ﾏｼﾞで元気ﾊﾂﾗﾂぅ?ってな感じで
忠義ｽﾏｲﾙにやられてます。

そんな忠義に元気ﾊﾂﾗﾂぅ？なんて聞かれたら

ﾊﾂﾗﾂぅ!!!!!
って答えちゃうな。

で、ま、ﾎﾟｽﾀｰは部屋の１番目につくところに

貼りました。

そ。そ。それでｻﾏｽﾍﾟをりりかさん（＠忠義）と

行くことになったんですよ。

相方の空（＠章大）が都合で行けなくなったので

りりかさんをお誘いしたところ行けるとのこと。

そんなわけでりりかさんとは初会いになるんで

ちょっと緊張してるんですが

普段からﾒｰﾙなんぞもしててｺﾒﾝﾄも

たくさん頂いてるので割と気心知れた感じかなと思ってます。

あ。ﾎﾟｽﾀｰもりりかさんから頂きました。

りりかさん、ありがとー!!!!!

金曜日の夜にＭｽﾃ見たくて。

でもご飯の時間にはＭｽﾃ始まっていてね。

うちはﾁｬﾝﾈﾙ権はまひるには全くないのですよ。

ｵﾄﾝ優先だから。

で、見てもいないくせにﾁｬﾝﾈﾙ変えられてさ。

ﾑｶって思ったからちょっ早でご飯食べて

自分の部屋に戻ったらちょうど光ちゃんのとこで。

間に合ったー!!!!!って思って
Ｍｽﾃ見てご満悦になってたら

ご飯ちょっとしか食べてなくて

お腹が空いたんで事務所に行って

温泉饅頭５ｺぐらい食べたんですよ。（笑

そしたらそれがｵｶﾝのお怒りに触れてしまってねー。

次の日速攻怒られました。

ご飯をしっかり食べなさいって。



だってＴＶ見たかったんだもん!!!!!
だったらｵﾄﾝを注意してくれよ。

人が見てるﾁｬﾝﾈﾙを後からきて変えるなって。

ﾁｬﾝﾈﾙ変える割に見てないんだよね。

それがﾑｶﾂｸ。

今週のエイトのｶﾚﾝﾀﾞｰ、すばるじゃないですか???
ちょっと思った。

すばる、老けた。

着実にちっちゃいｵｯｻﾝ化してますよ。

あ。でも今のﾛﾝ毛のｽﾄﾚｰﾄは好き。

すばるは基本的にｽﾄﾚｰﾄの方が好きなんだけど

あぶ放の時のﾊﾟｰﾏは可愛かった。

あの役も可愛かったしね。

すばるは年相応かなって。

お顔に疲れた感が···｡（苦笑

ヨコだよ。ヨコ、全然変わってないのは。

そりゃ、１６とかの頃に比べたら変わったけど

１８歳ぐらいからは全然変わってないと思う。

太ったぐらい???（笑
大倉忠義さんはすごく変わったけど

でも昔から見てるからすぐ写真見てもわかるし。

なんかﾆｺﾗにＦＴＯＮコンのﾚﾎﾟが載ってて

忠義のこと王子様ｷｬﾗみたく書いてあったけど

王子様ｷｬﾗなのはﾋﾟﾛｷだけだから!!!!!!
忠義なんて断然３枚目ｷｬﾗだし。

２枚目ｷｬﾗじゃないもん。

ｶﾞｯｶﾘだよ。ﾆｺﾗ。

なんかこうやってﾋﾟﾛｷの居ないエイトを

当たり前に書かれると

やっぱり寂しい。

７月１５日から１年経ってしまったけど

でも気持ちは全然風化していないし、

まひるはやっかし８→１だと思ってるし、



８人揃ってないエイトを完全体とは思ってない。

だからこそ完全色で会いましょう。

そしてｵﾚﾝｼﾞの衣装の袖のﾎﾞﾀﾝが８色見られますように。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.07.19 Wed ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ最終話。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いやー。ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽも最終話でしたね。

なんかはじめくん、ﾎﾝﾄにﾌﾞﾁｷﾞﾚるかと思ったけど

軽くｷﾚただけでしたね。

周りの方も各自ｷﾚてましたけど。

なんか最後武丸先輩に貸した車も戻ってきたみたいだし。（笑

宇宙から。

相変わらずｱﾘｽは飛び降りくせが治らないし。

うーん。でもはじめくんの飛べるかもの意味が

わからなかった。

なんかﾊﾞｸﾞった世界へ向かおうとしてたのは

わかるんだけど

でもﾊﾞｸﾞってもはじめくんのしたことって

言ったらﾓﾓを半殺しにしたことぐらい???
あとは全然いつもと変わらないの。

それが謎。

ﾊﾞｸﾞって皆殺しにしてしまうかと思ったのに。

でも人間は進化はするっていう結論でいいのかな???
とにかく難しくて１回見ただけじゃ

理解しにくいので友達からDVD送られてきたら
ｶﾞﾝ見しようと思って。

で、来週の予告の時に忠義が「またｵﾌｧｰください。」って

言ってたのがもっそい可愛くて。

ﾏｼﾞでﾗﾌﾞ。
すっごい可愛い。

あとｽｶ☆J。
もう千原ｼﾞｭﾆｱ最高なんですけど。

ｶｯｺｲｲし、面白いし。

ずっと笑いっぱなしだったよ。

しかも忠義があんなにしゃべったの久々に見たし。（笑



もう千原ｼﾞｭﾆｱの「ぴあ見ろ!!!!!」の話が最高。
吉本興業面白いなぁ。

今までのｹﾞｽﾄで１番笑った。

もうﾔﾊﾞｲ。

千原ｼﾞｭﾆｱ、ｽｯｹﾞｶｯｹ。

あ。陣内さんの話は聞いたことある。

すっごい天然だって。

全然そんな風に見えないのにね。

もう陣内さんの話でも笑ったし、最高に楽しかった。

ま、ま、そんな感じの昨日のTVでした。
あ。そういや、月曜日の深夜、ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞで

お台場冒険王の紹介番組をちょっとやってて

それに北山くんと光と伊野尾ちゃんが出てた。

ﾁｬﾝﾈﾙ変えたら偶然やってただけなので

見て終了。

部屋のﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷが壊れてるから

録画も出来ないし。

あれって毎日やってるの???
TVﾁｪｯｸしてないから全然知らないんだけど。

つーか唇の荒れが復活した。

１週間、皮膚科に行ってなくて塗り薬だけで

飲み薬を飲んでないからだと

思うんだけど

唇の皮がﾍﾞﾛﾍﾞﾛってむけてるの。

出来れば明日病院に行ってこようと

思ってるんだけど。

そんなわけでまだしばらくは皮膚科の通院

決定です。

つーか激しく眠いので今日はこれにて。

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.07.21 Fri すぶたにしはる???

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、ﾌﾞﾛｸﾞ更新しようと思ったんだけど

目が痛すぎて出来なかった。

時々あるんだよね。

ﾊﾟｿの画面がｽｯｺﾞｲまぶしくて目が痛いことが。

そうゆう時は仕事の時も一緒で

電気がまぶしくて目が開いていられないぐらい

目がｼﾊﾞｼﾊﾞするんだよね。

眼科に行った方がいいかもだよなぁ。

なんか悪いとこだらけでﾔﾊﾞｲよね。（苦笑

昨日、ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟに行ってきたのね。

携帯、ﾄﾞｺﾓに戻そうと思って。

で、欲しいやつ見つけたから

月末、給料が出たら買おうと思って。

つーか月末給料日ってﾎﾝﾄ使えないんですけど。

２５日にしてくれよー。

来週になったらｻﾏｽﾍﾟの準備しなくちゃ。

ﾎﾃﾙの予約、夜行ﾊﾞｽの予約。

やることいっぱいで何か忘れそう。（笑

いつもしっかりものの空（＠章大）がやってくれてたし。

まひるはものはものでもうっかりものですからね。

そう、今回空たんが都合で行けなくなったので

１人で大阪まで行かないとならないのですわ。

夜行ﾊﾞｽの降りたところから松竹まで１人で行ったことないから

１人で行けるのか不安だし。

まひるさん、方向音痴なんでね。

それが１番の不安かな。

昨日、うたばん途中から見たのね。



相撲のやつの途中から。

仁ちゃん、面白い!!!!!
突き飛ばされて戦意喪失してるとこが可愛い。

ﾏｼﾞ爆笑。

亀ちゃんの新感覚発言もｳｹたし。

ﾏｼﾞ面白かった。

その後、食わず嫌い見て

絶対ﾚｰｽﾞﾝﾊﾟﾝだと思いながら見てた。（笑

ちなみにまひるもﾚｰｽﾞﾝﾊﾟﾝが食べれません。

亀ちゃんと同じで酢豚に入ってるﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙも食べれないし、

ｱｯﾌﾟﾙﾊﾟｲも苦手。

で、１人青春ｱﾐｰｺﾞ見たけどめっちゃ孤独感漂ってた。（涙

でもすごい久々に食わず嫌い見たけど面白かった。

なんか亀ちゃんとか出てると身内が出てるような

感覚に陥るのはなぜ???
なんかKAT-TUNとかエイトとかNEWSとかが
他番組に出てるともっそい身内を見てるような

感覚になるんだけど。

やっぱ小さい頃から見てるからかなぁ。

そ、そ。さっき皮膚科に行こうと思って

出かけたら途中で雨が降ってきて

また戻ってきたの。（笑

確かに降水確率９０％だしな。

つーか皮膚科に行かせてくれー!!!!!
唇が荒れ荒れで耐え難いんですけど。

ﾏｼﾞなんなの???
この病気は。

どこが悪いの???
絶対内臓系だと思うんだけど。

午後、雨がやんでたら皮膚科行ってきます。

ここ数日ｵﾛﾅﾐﾝCのCM見てないなぁ。
土曜日のｴﾝﾀの時に３０秒ﾊﾞｰｼﾞｮﾝを見たきり。

あんまりTV見てないからってのも



あると思うんだけど。

忠義見てﾃﾝｼｮﾝ上げ上げでいきたいですよ。

あ。そういや、Webの忠義の今回の写真、
ｽﾈｱだったね。

忠義ﾓﾃﾞﾙが出来上がったってことだよね。

どこのﾒｰｶｰなんだろ。

最近ﾄﾞﾗﾑに詳しくないから全然名前も

思いつかないよ。（苦笑

最近ﾎﾝﾄﾄﾞﾗﾑの練習もしてないし。

忙しいってゆーか疲れてる。

ﾄﾞﾗﾑ練習するほどﾃﾝｼｮﾝ上がらないし。

最悪だ。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.07.23 Sun 大切な人だから。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、人が足りなくて休憩がなかったんですけど。（涙

ご飯も食べずにｲｽにも座れずに９時間労働。

鬼だ。

でもその割には元気かなぁ。（笑

あ。なんかね、新しい店長、お店やめるんだって。

そんな気がしてたんだよねー。

だって仕事つまんなさそうにしてたもん。

なんか大概転勤になると新しい環境に慣れなくて

やめてく店長多いみたい。

なんだかなぁ。

なんかね、ﾌﾞﾛｸﾞお休みしようかとか

考えてたのね。

でもね、ﾌﾞﾛｸﾞお休みしちゃうと

まひるの生きる気力もお休みしてしまうんじゃないかって

思ったのね。

たくさんの人に励まされてそれで

元気わけてもらって自分が存在してるような

気がしたの。

だから止まってしまったらﾀﾞﾒになってしまうような

気がした。

たまには立ち止まることもあるけど

それでもお休み宣言はまだしたくないなって。

大倉忠義という人、エイトを通してたくさんの

大切な仲間が出来た。

その仲間との繋がりを簡単にお休みさせたく

なかった。

あと忠義への気持ちを素直に書いていきたいなってのが

あって。

今は気持ちが沈みがちで忠義への思いも



弱くなりがちだけど

それでもやっぱり大好きだし、

かけがえのない大切な人。

最近は忠義の顔を見る余裕もないけど

それでも気持ちに変わりはないし、

これからもずっとずっと好きでいたいなって。

この気持ちに偽りはないよ。

痛いｦﾀだとわかっているけど

でもﾏｼﾞなんだよね。

まひるなんて全然ﾌﾞｻｲｸだけどそれでも少しでも上を目指して

頑張ってます。

自分を諦めたくないなって。

認めて欲しいなんて贅沢は言わない。

でもﾌｧﾝでいてもいいですか???
と問いたい。

もっともっと忠義のこと知りたいし、

自分なりに勉強したいこととかたくさんあるし、

少しでも忠義の力になりたい。

それがまひるの原動力になってるし。

これからもﾖﾛｼｸね。

大倉忠義さん。

相変わらず携帯をﾄﾞｺﾓにするかauのままにするか
迷ってるんですけどー。

でも近々ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟに様子見に行く予定なんですけど。

だってだってﾃﾞｺﾒがしたいんだもーん。

ちろたん（＠どっくん）とﾃﾞｺﾒやろうって

約束したし。（勝手に。

ｸﾞﾌﾌ。

あ。あとりりかさんとｻﾏｽﾍﾟのだいたいの

日程決めた。

終わってからご飯食べる約束したの。

めちゃ楽しみ〜。

まだﾁｹｯﾄも届いてないのに



気が早いよ。まひるたん。（笑

やっぱ初会いだからすっごいﾄﾞｷﾄﾞｷ。

でもこれを機会にもっともっと仲良くなれたら

いいなって思ってる。

やっぱ第一印象は大切だから

がむばる!!!!!（笑
様子の変な子と思われないようにしなくちゃ。

とりあえず人見知りをするから

それが早いうちになじめたらいいなって。

そんな感じです。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽめっちゃ溜めててｺﾞﾒﾝなさい。

来週やるんで。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.07.25 Tue 元気復活!!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

結局、携帯をﾄﾞｺﾓに変えたんだけど

使いづらい。（涙

auなんて説明書ほとんど見なくても
使いこなせるのにﾄﾞｺﾓはいちいち説明書見ないと

全然わからない。

しかも説明書見ても全然わからないってゆーね。

ｱﾎか???
とりあえず昨日、携帯、変更のお知らせﾒｰﾙは

送ったんだけど全然使いこなせてないから

もっそいぎこちないﾒｰﾙを送ったと思う。（笑

しょっぱなからﾃﾞｺﾒﾃﾞﾋﾞｭｰしたかったのにー!!!!!（笑
でも新しい携帯持つと新鮮だよね。

携帯のｻﾌﾞｱﾄﾞも変更したので

ｻﾌﾞｱﾄﾞ登録してくれてる方は登録しなおしてください。

特にお知らせにも伺いませんが。（滝汗

今日、ﾎﾝﾄは総合病院に行く予定だったんだけど

そこの病院、午前中しか外来やってなくて

午前中は雨が降ってたから行けなかった。（涙

いやね、例の皮膚科ですよ。

ｻﾏｽﾍﾟまでに治してしまいたいんだけど

微妙。

つーか今日、もっそい眠いんですけど。

ちょっと寝ようかな。

考えたら昨日２時過ぎに寝て起きたの７時とかだもん。

何をそんなにﾃﾝﾊﾟってたんでしょう。（笑

しかも今日さ、ｺﾝｻｰﾄ事務局から封筒来てたから

ﾂｱｰのお知らせかと思ったら



ｼﾞｭﾆｱ情報局の方だったの。

ｶﾞｯｶﾘだよ。

なんか情報局、お知らせが来たり来なかったりで

よくわからないんですけど。

一応YOU&Jは有効会員なのね。
まだお知らせは来てないけど。

だからそれで曖昧になってるんだと思うけど。

で、とりあえず空（＠章大）から連絡来て

ｻﾏｽﾍﾟは１階の８列目なんだって。

花道は近くないけどわりと前の方だから

良かったなぁと思って。

空の名前は危険なんだよね。（笑

あの方、いきなり最前とか３列目とかあてちゃう人だから。

ﾋﾞﾋﾞﾘますがな!!!!!（笑

つーか前髪がｼﾞｬﾏなので亀ちゃんﾊﾞﾘにちょんまげしてますけど

何か???
まひるの長いなんてたかだか１ｾﾝﾁか２ｾﾝﾁのことですけど

何か???
なんかね、今日は久々に気合入ってるんだよね。

何がって劇団演技者です。

もう先週の予告見ただけでｷｭﾝ死するかと

思ったからね。

で、携帯も久々に忠義を待ちうけにしてるしね。

なんかここ１ヶ月ぐらいずっと携帯に入ってる

風景画だったからね。（笑

なんか気分が堕ちると正直なもので

そうゆう部分に出るんです。

今日はずっとよしくん眺めてご機嫌です。

よしくん···｡

うちのｵﾄﾝもよしくんなんですけどね。（爆死

ここは「よし繋がり」で子供が生まれたらぜひ

「よし」をつけましょう!!!!!
ごり押しですけど何か???

たちょーん、待っててねー。
まひるが玉のように可愛い子を生みますから!!!!!（笑



はっ。まひるに似たらどうしよー!!!!!
ﾃﾞﾝﾃﾞﾝ可愛くない。

しかも根性曲がってるし。

最悪だ。

たちょーんに似ますように。ﾅﾑﾅﾑ。

あぁー。もう今、想像だけで死んでもうた。

あとは女ｸﾞｾの方をなんとかしてくれれば。（笑

幸せだ!!!!!

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁよろしくねん。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.07.27 Thu 忠義の成長。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、午前中に病院に行ってきた。

皮膚科ね。

すっごい大きい病院で前にも行ったことあるんだけど

その時は２時間ぐらい待って。（涙

でも今日はほとんど待ってなかったよ。

１時間もしないうちに受付から

薬まで終わったもん。

で、とりあえずｱﾚﾙｷﾞｰの検査をしてもらうことに

なって採血した。

で、２週間後に結果なんだって。

そんなわけでｻﾏｽﾍﾟまでには治りそうにありません。（涙

つーか今日、悲惨な事件がおきました。

ﾊﾞｲｸで買い物の帰りに道路に落ちた荷物を拾おうと

思ったのね。

で、ﾊﾞｲｸ降りればよかったんだけど

道の真ん中だったから乗ったまんまかがんだら

そのままﾊﾞｲｸで転倒。

しかも顔から。（涙

あと左の手首も打撲だし、

鼻の下は擦りむいてるし、悲惨だよ。

ﾏｼﾞで痛いし、泣きそうだよー。

絶対どうしたの???とか聞かれそうだし。
聞かないでくれ。

まぁ、大きな事故にならなくて済んだだけましだけどね。

うー。悲惨。

ﾎﾝﾄ顔はﾔﾊﾞｲよ。

真っ赤に擦りむいてるし。（涙

ﾎﾝﾄﾛｸなことしないね。

福原まひる。



そ、そ。

忘れてた。

秋のﾂｱｰ。

山梨。
ﾜｰｲ♪ﾍ(ﾟ∇ﾟﾍ)v^ｰﾟ)v ﾍ(ﾟｰﾟﾍ)ﾉﾟ∇^)ﾉ ﾜｰｲ♪
まさか山梨に来るなんて思ってなかったから

全然お金の余力が残ってないんですけど···｡（苦笑

しかも渋谷すばるWITH大倉BANDって何???
やっすんと丸は出ないのかなぁ???
それとも単なるたちょ、ごり押し???
なんとかﾁｹ代排出して１公演ぐらいは観たいなぁと

思うんだけど。

なんかすばるとかがずっとﾗｲﾌﾞやりたいって言ってたじゃん。

だからその夢が叶うわけで

だったらやっぱり観に行きたいし。

まだ給料出ていろいろ予定立ててみないと

わからないんだけどね。（涙

とりあえずﾄﾞｷﾄﾞｷ。

で、初日。

９月１０日仙台って。

なんかもっそいﾄﾞｷﾄﾞｷ。

やっぱり期待しちゃうよね???

あ。あとｽｶ☆Jね。
ﾏｼﾞあのたちょのお尻のやつはもっそい楽しみにしてたから

ﾏｼﾞ爆笑。

可愛いなぁって思って。

たちょのﾌﾟﾘｹﾂ大好きなんだって。

尻に惚れましたから。(ｳｿです。
いい感じにﾌﾟﾘﾝってしてるんだよね。(笑
尻の話で盛り上がるなって感じですかねぇ。（笑

でもあのお尻のﾌﾟﾘﾌﾟﾘ具合は萌える。

さ、触ってみたい。（←変態

あとｱｲﾏｽｸがめちゃ面白い。



軽く罰ｹﾞｰﾑ入ってたもんね。

あとﾕﾝｿﾅさんの曲の振り付けのやつとか

面白かった。

なんかたちょ、動きがｴﾛかったんですけど!!!!!!
やっすんのは腕の動きが気持ち悪い。（笑

あんなん動きがしなやかな人しか出来ないって。

丸は始まった時からずっと目つきがｴﾛかった。（笑

絶対　ﾕﾝｿﾅさんの胸ばっか見てたと思うもん。

それは７人共だと思うけど。（笑

ｺﾞﾙｧー!!!!!
あと前髪亮ちゃん、可愛い。

亮ちゃんって髪短い方が似合うよね。

そして劇団演技者の総集編。

なんかあれ見て「あー。そっかー。」って

思った部分たくさんあったし。

たちょのｲﾝﾀﾋﾞｭｰとかも良かったし、

ﾘﾊの部分も良かった。

素の大倉忠義も見れたし

すっごい良かった。

忠義にとってまたすごく勉強になったお芝居だったんだんだなぁ

って思ったし、

こっちも見てて勉強になったし、

またぜひ出て欲しいなって思います。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽ

りりかさん（＠忠義）

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


なつみ（＠忠義）

陽菜（＠仁・亮）

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）
みきさん（＠信五）

真美（＠忠義）

チュンチュンさん（＠忠義）

みずき（＠章大）

ぁゃさん

瑛子（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

色葉ちゃん（＠忠義）

さぉりさん

章子さん

tommyさん
さとみさん（＠忠義）

陸（＠忠義）

ななさん（＠忠義）

ゆか（＠聖）

山下ゆりあさん（＠忠義）

まぁさん

あすぴぃさん（＠忠義）

ぼんさん（＠智久）

さき（＠章大）

奈々さん

maiさん
桃さん

あき（＠忠義） りりかさん（＠忠義）
今日、顔からこけました。(涙
自分でｱﾎだなって思った瞬間でした。(笑
９月１０日、ﾄﾞｷﾄﾞｷですね。

なんか場所が仙台だけに涙が出そうになりました。

まひるも亮ちゃんが電話してて

隣でどうなのよ???的な顔をしてるたちょの表情が
すごく好きです。

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ早く見てくださいねー。



なつみ（＠忠義）

唇の荒れって何かのｱﾚﾙｷﾞｰみたいで

今日、検査のために採血してきたよー。

結果が出るのは２週間後なんだって。

だからｻﾏｽﾍﾟまでには治りそうにないよー。（涙

九州の方、雨とかすごかったんでしょ???
こっちってあんまり雨降らないんだよね。

８月８日生まれなんて素晴らしいじゃないですか???
eighterになるべくして生まれたみたいな。（笑
あ。ﾂｱｰ、鹿児島でもあるね。

山梨でもあるからもっそい楽しみにしてるよ。

エイトのことじゃなくても全然ｺﾒﾝﾄしてねー。

陽菜（＠仁・亮）

たちょのはねー、もちろん計算も入ってますって。

でもそれはｽﾙｰしてあげて。

それ言ったら終わりだから。（笑

ありがとうって言われるのって嬉しいよね。

常に感謝の気持ちは忘れないでいたいなぁって思うよ。

ｻﾙﾁﾞｴ、また３人出るねー。

なんかすっかり常連化してるよね。（笑

すばる＆亮ちゃんねー。（笑

微妙だなぁ。（笑

そういや、まひるはﾀﾞﾝﾄﾞﾘを見てないのよ。

榮倉が嫌いだから。（笑

仁ちゃんのｹｰｷ１ﾐﾘ小さい発言可愛いと思えるわ。

そんなとこでも負けず嫌いを発揮する仁ちゃんが

ｽﾃﾁ。

ﾗﾌﾞﾐｰﾃﾝﾀﾞｰね。（爆笑

なんか今回割と自担の話をしたね。

陽菜。(笑
最近やっすんの話が多かったから

ﾄﾞｷﾄﾞｷだったよ。（笑

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）



名前の統一了解しましたー。

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ終わっちゃったねー。

すっごいすっごい面白かったし、

また出て欲しいなぁって。

なんか最後の総集編見てわかった部分とかも

多かったし。

ﾂｱｰ行く予定じゃなかったんだけど

地元山梨でやるなら行かなくちゃ!!!!!って
感じでちょっとﾃﾝﾊﾟってます。

ｸﾘﾊﾟも行く予定なので無理のない範囲で頑張らないと

ならないんですよねー。

仕事もまた店長が替わることになったので

大変になりそうです。

まひるも初産婦人科が高校生の時でした。

生理不順だったので。

いろいろ相談することもあるかと思いますが

ﾖﾛｼｸお願いします。

あ。うちはまひるが離れに１人で暮らしていて

会社を親が経営してて

その事務所が向かいにあって

その２階が母屋になってるんですよー。

だからご飯食べたりお風呂入る時は母屋に

行くんですけどねー。

仕事が２１時終わりの時は家族でご飯食べることが

出来ないので休みの時と１７時あがりの時は

家族でご飯は必須なのです。（笑

ｽｶ☆J面白かったですよねー。
千原ｼﾞｭﾆｱが最高でした。

大好きです。

なんか唇はｱﾚﾙｷﾞｰらしいです。

一応何のｱﾚﾙｷﾞｰなのか今日検査のために採血したんだけどね。

結果は２週間後です。

みきさん（＠信五）

ﾂｱｰ行くつもりなかったんですけど

地元山梨でやるということで行こうと思ってます。



これからまだ追加とか出そうだし、

ﾄﾞｷﾄﾞｷですよね。

それより大倉BANDが気になっちゃって。（笑
みきさんはﾂｱｰ、三重に行くのかな???
お互い楽しめたらいいですね。

真美（＠忠義）

まひるも痛いｦﾀですから。(笑
お金貯めないとﾔﾊﾞｲですねー。

来月、ｻﾏｽﾍﾟもあるのにﾂｱｰのﾁｹ代どうやって

捻出しようか考え中です。

チュンチュンさん（＠忠義）

ﾒｰﾙの返事遅くなっててｺﾞﾒﾝなさい。

なるべく早めにお返事しますねー。

まひるも若干前髪切りたい日々です。（笑

お前の都合なんて聞いてねーよって感じですけど。

若干髪切ったってどのぐらい切ったんでしょうねー???
早く会いたいですねー。

そうなんですよねー。

お酒と薬の常用はﾔﾊﾞｲってわかってるんですけど

どうしても眠れないと多少のお酒の力を

借りてしまいます。

最近は辞めましたけど。（笑

千原ｼﾞｭﾆｱ、最高でした。

前々から千原兄弟は好きだったので

ｽｶ☆Jに出てくれて嬉しかったです。
ｵﾛﾅﾐﾝCのﾎﾟｽﾀｰもらいました。
ｼｹﾞﾙ·ﾏﾂｻﾞｷはしょいの時もなってましたよね???（笑
ありがとうございます。

また相談することもあるかと思いますが

その時はヨロシクお願いします。

あー。ﾎﾝﾄたちょにﾁｭってしてもらったら

一発で唇の荒れなんて治るのにな。(笑
あ。今、たちょに拒否られました。（笑



MY湯のみを割らない程度に興奮してください。（笑
どんだけﾃﾝｿﾝMAXなんでしょう。（笑
ｻﾏｽﾍﾟ楽しみですね。

まひるもﾁｹｯﾄが届いてﾔﾊﾞｽです。（笑

みずき（＠章大）

KAT-TUNのCDちゃんと買えた???
まひるはちゃっかりGYMのCDも予約しました。
どんだけｦﾀなんだ???（笑
だって山久、好きなんだもーん。

あ。鹿児島でﾂｱｰあるね。

エイトに会えるね。

山梨でもあるから今から楽しみです。

そっか。場所によってはﾌﾟﾚｲｶﾞｲﾄﾞ発売ないとこもあるから

鹿児島ではﾌﾟﾚｲｶﾞｲﾄﾞ発売あるといいね。

お互い楽しもうね。

ぁゃさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ご親切に教えてくださってありがとうございます。

で、早速探してみたんですけど

ﾛﾏﾈのPVが見つからなくて。（涙
少ｸﾗの画像はあったんですけど。

もし探し方が悪いだけだったら

探し方を教えてくださると嬉しいです。

ﾎﾝﾄに図々しくてｺﾞﾒﾝなさい。

瑛子（＠忠義）

だよね。来年の春には第一志望の大学合格して

笑顔で大学通いたいよね。

大変だと思うけどｶﾞﾝﾊﾞってね。

うんうん。

絶対忠義は後ろの方で微笑んでる方が好き。



なんかﾌﾟｯｼｭされるのも嬉しいんだけど

それで調子にのって欲しくないってゆーか。

ゆか（＠忠義）

退院おめでとう!!!!
あ。そうなの???
弟さんが山梨に住んでたことあるんだ???
それは奇遇ですなぁ。

つーか最近ｵﾛﾅﾐﾝCのCM見てないんだけど
まだやってる???
結局ｻﾏｽﾍﾟはどうすることにしたのかな???
確かｸﾞｯｽﾞはﾁｹ持ってないと買えないんだよねー。

ｼｮｯﾌﾟで混むと思うけど買いに行くのは???
ﾊﾟﾝﾌまでは売ってないかもだけど。

ｻﾏｽﾍﾟ準備は着々と進んでますよーん。

松竹座はわかるんだけど夜行ﾊﾞｽの降りた場所が

よくわからないんだよね。（笑

まひるもそう。

知らない人に声かけられやすいﾀｲﾌﾟ。

変な勧誘とか。（笑

楽日に大阪行くんだ???
まひるはその前の日だよー。

楽日ﾊｽﾞﾚちゃって。（涙

色葉ちゃん（＠忠義）

ﾘﾝｸ変更しておきましたー。

ﾎｽﾄには相変わらずﾊﾏってるのかな???
まひるは全くﾎｽﾄとか知らなくて。

城崎仁さんが芸能界入りして城崎さんの存在を

知ったような人なので。（笑

今度ﾚｸﾁｬｰしてねーん。

さぉりさん

ﾛﾏﾈもPVあるみたいですよ。



まひるもまだ見つけてないんですけど。（涙

なかなか疎いので見つけるのが困難で。（涙

章子さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

堂本兄弟ﾏｼﾞで楽しみにしてたので凹みました。

いえいえ、なんでもｺﾒﾝﾄしてください。

またお待ちしてます。

tommyさん
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうなんですよー。

ﾌﾞﾛｸﾞ２つやってるのでどちらでも

お好きな方にｺﾒﾝﾄしてくださいな。

ぜひぜひまた遊びに来てくださいね。

お待ちしてます。

さとみさん（＠忠義）

覚えてますよー。

またまたｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽの総集編の時のたちょ、めちゃ可愛かったですよね。

ｷｭﾝ死しました。

やっと元気復活しました。

ご心配かけてすみません。

元々鬱病を持ってるので何もなくても

鬱になったりしちゃうんですよね。

忠義（ちゅうぎ）っていい言葉ですよね。

だから忠義（ただよし）っていう名前好きなんです。

さとみさんの誕生日の花言葉は忠義なんですね。

ﾎﾝﾄ運命感じちゃいますね。⊂(^(工)^)⊃
はーい。花言葉ぜひ調べてみたいと思います。



陸（＠忠義）

久しぶり〜。

まひるは時々、陸のﾌﾞﾛｸﾞ見てたよー。

しかも確かに昔はﾀﾒ語だったよ。

だからまたﾀﾒ語で。

しかもまひるかまひるちゃんかでお願いします。(笑
またこれからもﾖﾛｼｸねーん。

そ、そ。唇はｱﾚﾙｷﾞｰらしいのね。

で、今日検査のために採血したの。

結果は２週間後なんだってー。

まだまだ治りそうにないです。（涙

ななさん（＠忠義）

お久しぶりでーす。

そうです。ｻﾏｽﾍﾟは空が行けなくなったので

りりかさんと行くことになりました。

初めて会うことになったので緊張してるんですが

でもｽｯｺﾞｲ良い人なので楽しみです。

なんかON友がOFF友になる瞬間って楽しいですよね。
いつかななさんにも会えたらいいなぁ。

まひるもHP作りではわけわからないことだらけなので
参考にはならないと思いますが

まぁ、わかることならお答えします。

あ。ｱﾄﾞﾚｽ入力してくださったらﾎﾑﾍﾟの方

遊びに行きますねー。

ゆか（＠聖）

了解しました。

じゃ、後でﾒｰﾙしますねーん。

詳しくはﾒｰﾙで。

山下ゆりあさん（＠忠義）

こちらこそ相ﾘﾝありがとうございました。



たぶん松竹まで行けると思うんですけど

いつも人の後はくっついて歩いていたので

不慣れなのです。（笑

うたばんと食わず嫌い面白かったですよね。

エイトもいつか出て欲しいなぁって思いますね。

昨日、今日ともっそい暑くてﾊﾞﾃ気味です。

お互い夏ﾊﾞﾃしないようにしましょうね。

まぁさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

すぶたにしはる???はまひるの中でもｸﾘｰﾝﾋｯﾄしてる
言葉です。

ｽｯｺﾞｲ可愛いですよね。

あ。あのｽﾈｱってｵﾚﾝｼﾞｶｳﾝﾃｨなんですか???
まひるはｵﾚﾝｼﾞｶｳﾝﾃｨは見たことはあるんですが

叩いたことがないのでどんな音がするのか

全く知らないんですけど

乾いた音がするんですねー。

まひるもﾄﾞﾗﾑは乾いた音の方が好きです。

ありがとうございます。

あすぴぃさん（＠忠義）

あ。mixiでﾒｯｾもらったの覚えてますよ。
またいつでもﾒｯｾくださいね。

うーん。一時期ちょっとﾌﾞﾛｸﾞが負担になるって思ったことも

あるんですけどでもたぶん辞めちゃったら

まひるは今の自分を維持出来ない気がするんです。

だから辞めないと思います。

心配してくださってありがとうございます。

そう思ってくださる方がいる限りまひるは

ﾌﾞﾛｸﾞを続けたいと思います。

これからも仲良くしてください。



ぼんさん（＠智久）

ありがとうございます。

そうなんですよね。

ﾌﾞﾛｸﾞをやってることでたくさんの方と

繋がっていてたくさんの方に支えられて

今の自分が形成されてると思ってます。

こうしてぼんさんともお友達になれたことですし。

これからもｶﾞﾝﾊﾞっていきますので

ﾖﾛｼｸお願いします。

さき（＠章大）

そっかー。

ﾌﾞﾛｸﾞ辞めちゃうのかぁ。

残念です。

さきのﾌﾞﾛｸﾞが大好きでした。

また会った時はぜひ仲良くしてね。

じゃ、ﾘﾝｸは外しておきます。

またﾌﾞﾛｸﾞ始める時は知らせてね。

ｺﾒﾝﾄもｼﾞｬﾝｼﾞｬﾝ待ってるからね。

これからもﾖﾛｼｸね。

奈々さん

エイト、山梨に来ますね!!!!!
めっちゃ楽しみですよね。

まさか山梨に来てくれるなんて思ってなかったので

まひるも昨日は大興奮でした。

関東からの遠征組が多そうなので

ﾁｹｯﾄ取れるといいですね。

お互いに。

楽しいエイトコンにしましょうね。

またいつでもｺﾒﾝﾄお待ちしてます。

maiさん
そうですね。



山梨でﾂｱｰありますね。

すごく嬉しいです。

いつも遠征ばかりだったので地元で見れるのが

幸せです。

あとはﾁｹｯﾄが取れれば。

桃さん

お久しぶりでーす。

桃さんは仙台ですか???
仙台、倍率高そうですよね。

ﾁｹｯﾄ取れるといいですね。

お互いに。

まひるは山梨に行けたらそれでいいです。

あと大倉BANDをなんとかしたいなと。

あき（＠忠義）

まひるは今回行く予定じゃなかったから

だから地元山梨だけ参戦予定です。

なのでぜひあきに会いたいなって思ってるので

楽しみにしてるね。



2006.08.01 Tue ﾂﾙﾂﾙﾒﾝｽﾞﾌﾟﾘｰｽﾞ。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾌﾞﾛｸﾞ、放置してすいませーん。

なんか書く気になれなかったんだよね。

最近ね、ｽﾄﾚｽが溜まる一方で全然発散できてないんだよね。

だからぶっちゃけしんどくて。

まだｻﾏｽﾍﾟまで１ヶ月近くあるし。

どこで発散すればいいのさ。

仕事、平日以外に休めないし。

簡単に友達とご飯ってわけにもいかなくて。

誰か簡単にお家で出来るｽﾄﾚｽ発散方法教えてください。

今、まひるにｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞ言ったら確実にｷﾚるから。（笑

そんな人間丸く出来てねーっつーの!!!!!
まひるだって一人の人間だよ。

嫌いなことだってあるし、ﾑｶつくことだってあるよ。

そんなんでいちいちｶﾞﾀｶﾞﾀ言われてもね。

最初っから根性悪くてすいませんって言ってるし。

まひる一個人の意見であって

同意は求めてないし、まひるのﾌﾞﾛｸﾞだ。

ほっとけ。

はい。毒吐きました。（笑

そんなみんなが思ってる程まひるさん良い人じゃないから。（笑

いや、みんながまひるのこと良い人だと

思ってるとは限らないけど。（笑

今日、また７時起き。

朝から携帯ｲｼﾞｲｼﾞしてました。

いやね、画像をauの携帯からﾄﾞｺﾓに写してる最中なんだけど
これが大変なんだ。

ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞが共通で使えないから

ﾒｰﾙで送信してるんだけど

画像５００枚ぐらいあって添付出来るの５枚だから



１００回はやらないとならないわけで。

今だいたい１００枚ぐらい写したんだけどね。

もうすでにその作業に飽きてきた。

で、午前中に病院行って薬もらってきて

ちょっとお昼寝しようかなって感じ。

そ、そ。それで病院の受付でｶﾙﾃもらおうと

したらおばあさんが割り込んできたのね。

で、まひるのｶﾙﾃもらおうとしてて。

受付の人が「福原さんですか???」って
言ってるのに全然話聞いてないの。

だからまひるが「福原ですけど。」って言ったら

受付の人が困ってて

生年月日確認させてください。って。

つーかどう見ても８０過ぎのばあちゃんが昭和５８年生まれで

あるわけがねーっつーの!!!!!
そんなのどう見てもわかるべ???
融通のきかない大人は嫌いだ。

しかも薬局で薬のﾘｽﾄをくださいって言ったのね。

皮膚科で診てもらうのに必要だから。

そしたら主治医の先生の許可がないと出せませんって。

ｱﾎか???
それじゃ次の皮膚科の診察に間に合わないんですけど。

だから薬の名前だけわかればいいんですって言ったら

ﾌﾟﾘﾝﾄしてくれた。

だから最初っから言ってるじゃんよー。

融通のきかない大人は嫌いだ。

ﾊﾞｶﾁﾝがー!!!!!!

で、帰りに携帯をﾃﾞｺろうと思って雑貨やさんを

見に行ったんだけど気に入ったやつがなくて

ま、白いまんまでいっかーと。（笑

前の携帯ﾗｲﾝｽﾄｰﾝが貼ってあったんだけど

飽きて取っちゃったんだよね。

なんかしかもｶﾞｯﾁﾘついてたから剥がすの大変だったし。（笑

空（＠章大）はﾎﾟﾛﾎﾟﾛ取れてたけど。（笑



大倉BAND申し込みしてきたよー。
なんですばるBANDじゃないんだろー???

あ。あと秋にやるエイトのｵﾑﾆﾊﾞｽﾄﾞﾗﾏも楽しみだね。

絶対全国放送にしてもらいたいんだけどなぁ。

また署名運動とかやってたら参加したいと

思ってます。

誰がどのﾄﾞﾗﾏに出てとかもっそいﾜｸﾜｸするぅー。

どのﾒﾝの組み合わせかも楽しみだし。

早く発表にならないかなぁ。

なんか最近ｽｯｺﾞｲエイトがﾌﾟｯｼｭされてるのを感じる。

やっぱりFTONﾂｱｰでｼﾞｬﾆｰさんに気に入られちゃったのかな???
それはそれでやっぱ嬉しい。

こうして全国ﾂｱｰも決定してしかも山梨に来てくれる

ことになって。

しかも渋with倉BAN（笑
嬉しいけどお金がついてこないんですけど。

倉BANなんてﾎﾝﾄに行けるのかどうか···｡(苦笑
お金なさすぎ。（涙

あ。そういえば梅雨が明けましたね。

夏本番です。

まひるは今年も真っ白くいきたいと思ってます。

一昨年の握手会の時に黒くなって衝撃だったので

今年も日焼け止めﾌﾟﾘｰｽﾞ。

忠義さんも今年もﾏｯﾁﾛくﾌﾟﾘｰｽﾞ。（笑

なんか今年は日焼けするのが目標らしいですが

その目標達成させません!!!!!!
だって色の白い男子が好きなんだもん。

色が白くてお肌ﾂﾙﾂﾙ男子が好きなんだもん。

あ。叶姉妹曰くﾒﾝｽﾞね。(笑

ﾂﾙﾂﾙﾒﾝｽﾞﾌﾟﾘｰｽﾞ。

そ。そ。今日気づいたんだけど



ﾊﾞｲｸのﾒｯﾄのｵﾃﾞｺのとこがすっごい傷だらけで。

最初なんでだろー???なんて思ってたんだけど
あー。転んだやつね。（笑

あの時ﾒｯﾄしてなかったらもっとひどい怪我してたと

思うわー。

ﾒｯﾄしてたからｵﾃﾞｺも鼻も怪我なくて

鼻の下だけだったんだよね。

鼻の下もだいぶ怪我よくなってきてるよ。

手首も。

鼻の下はまだ痛いけどね。(笑
かさぶた２回も取っちゃったし。(笑
だってかさぶた大好きなんだもん!!!!!!
気になって取ってしまうんだもん!!!!!!
ｶｻﾍﾞﾀしゅき[:揺れるハート:]

あ。そういえば今日の劇団演技者って未公開ｼﾘｰｽﾞだから

やっぱり見ないとﾀﾞﾒだよね???
ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽの未公開もあるかもだし。

やっぱり早く眠れない火曜日の夜なのでした。

なんか最近眠りが浅くてｸﾏがｽｺﾞｲ。

眠りが浅くてというよりも

次の日が早いってだけのことなんだけどね。

毎日５時間睡眠ぐらい???
一時期１２時間寝てた時期とかあるから

５時間はやっぱ眠いね。

でも１２時間とかかえって寝すぎると余計に眠いけど。

あ。そ。そ。

やっと自分のYOU&Jの会員番号がわかったわけですが
な、なんと２２万いってました。（ﾁｰﾝ

しかも８の数字が１ｺもなく。（涙

２２万ってどうよ???
一言。

ｽｯｹﾞ!!!!!



ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁﾖﾛｼｸねん。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.08.02 Wed 男前ｴｷｽ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

画像５００枚ﾒｰﾙ送信終わったー!!!!!
あと７０枚保存をすれば終了。

ﾏｼﾞ、途中でｱﾅｻﾞｰのﾊﾟﾝﾌの忠義の画像出てきた時は

えぇー!!!!!って思ったけど。（笑
しっかり保存しました。（笑

ﾎﾝﾄ忠義って年々顔が変わってくから

びっくりするよ。

しかも年々男前になってってるのね。

な、なんてﾅｲｽなんだ。

画期的ｼｽﾃﾑ。（笑

男前ｼｽﾃﾑ。毎度ありー。

まひるにもそのｴｷｽを分けて欲しいわ。（ｴｷｽなのか???

なんか昨日、ほとんどｽｶ☆J見てなかった。（苦笑
TVはついてたんだけど
見てはいたんだけど···｡（笑

あ。食いついて見たのは水着を選んで好きなﾌﾟﾚｲは???って
やつね。

あそこだけ妙に食いついてみました。

すばると丸が一緒で結構あれって当たってるなって

思ってみてた。(笑
え???でもヨコだっけ???放置ﾌﾟﾚｲだったの。
なんかヨコは赤ちゃんﾌﾟﾚｲかと思った。（爆笑

うーわ。どんだけ甘えたさんなんだ。

ﾊﾞﾌﾞﾊﾞﾌﾞ言ってそうだし。（爆笑

ｻﾏｽﾍﾟのｸﾞｯｽﾞ発表になったねー。

なんか今回すごく多くてしかも楽日前日だから

売り切れてそう。



ｼｮｯﾌﾟで販売もしくはWebで販売してくれたら
ありがたいんだけどなぁ。

１番気になるのは扇子ですけど。

これ個人なんだよね。(笑
買うけどでも絶対もったいなくて使えないよなぁ。

無事にｸﾞｯｽﾞ買えますように。

これに写真まで加わったら破産します。（ﾁｰﾝ

写真出そう···｡（ﾎﾞｿ

忠義が写ってれば何から何でも欲しい人だからなぁ。（笑

あー。これで渋with倉BANの方でもｸﾞｯｽﾞ出たら死ぬな。
お金どうしよー。

瀕死ですけど何か???
しかも必死ですけど何か???

あ。まだTV　LIFE買ってない。
今週は亮ちゃんと忠義なんだよねー。

予告見てぶっ倒れたもん。（大げさ

ｽﾃｷすぎる。

なんてｽﾃｷな２ｼｮ。

亮ちゃんとの２ｼｮも好きだけど

やっぱり章大との２ｼｮが１番好きかな。

なんか落ち着く。

あの身長の差に萌える。（笑

まひるが忠義と並んだらあのぐらいの身長差かなって

思えるからね。

いや、章大の方がまひるよりちょっと大きいけど。（笑

でもだいたいあのぐらいかな。

忠義の横を並んで歩きたいなって思う気持ちの表れかな。（笑

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとね。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅ。



2006.08.04 Fri ご飯もお風呂も一緒。（ﾗﾌﾞ

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

梅雨が明けてから３５度を越える猛暑が

続いてましてﾊﾟｿを立ち上げる気にもなれないってゆーね。

ﾎﾝﾄ暑いのには弱いんです。

寒いのは全然平気なんだけどね。

これから８月９月と暑い日が続くかと思うと

ﾂﾗｲでおま。

やっぱり１０月生まれなのか１０月１１月が

１番好きだなぁ。

つーかMｽﾃの嵐見てて相葉ちゃんの話に爆笑。
３カ国ﾂｱｰで行った土地土地で

相葉って呼ばれてるんだなぁーって。（笑

せめて相葉ちゃんって呼んでやってよ。

なんかそんなｷｬﾗの相葉ちゃんがやっかし好きだなって

思った。

でも翔くん見てｷｬｰｷｬｰ言ってたけどね。（笑

やっかし。（笑

あ。今日、ﾂｱｰの申し込みしてきた。

山梨しか行く予定がないんですけど

山梨に来る予定のお友達のみなさん

あんまり時間がないけど会いましょう。

詳しくは日にちが近くなったらﾒｰｳﾌﾟﾘｰｽﾞ。

なんか１部２部しかないんだけど

日程的に３部の追加が出てもおかしくないなと。

２０００人も入らない場所なんだけど

それでも後ろの方になるとあんまり見えないんだよね。

あの会場。

追加ﾌﾟﾘｰｽﾞ。



しかも周りにご飯とか食べる場所がなくて

近くにｺﾝﾋﾞﾆがある程度だったと思う。

最近行ったのは半年ぐらい前に

ｵｶﾝに頼まれてﾁｹｯﾄの引き換えに行ったぐらいだから

あんまり最近の事情は知らないんだけど。

そ。それで今日、TV　LIFEを買ったのね。
もう忠義ﾃﾗｶﾜﾕｽ。

しかも亮ちゃんとの対談とか内容もすごく

可愛らしくて。

あー。ﾎﾝﾄに仲良しなんだなぁって思って

亮ちゃんに妬けたもん。

嫉妬ですよ。嫉妬。ｼﾞｪﾗｼｰ。（しつこい

１日だけ亮ちゃんになれたら

もう朝から晩まで忠義にﾍﾞｯﾀﾘ甘えまくる。（笑

ご飯からお風呂まで一緒ですよ。

え???お風呂もですか???
お風呂ﾌﾟﾘｰｽﾞ。（笑

あーぁ。いいなぁ。妄想って。（笑

つーかつーかみんな着うたって何にしてる???
まひるは今はねぇ。

安室ちゃんの「WANT　ME,　WANT　ME」なのね。
この曲大好きで前から時々着うたにしてたんだけど

また今回もこの曲です。

あと時々ﾙﾊﾟﾝのｽｶﾊﾟﾗﾊﾞｰｼﾞｮﾝが着ﾒﾛになってる時もある。

誰かｶｯｺｲｲ着うた教えてください。

あ。気づいた方もいると思いますが

携帯ﾃﾞｺりました。

でもね、ちろり（＠錦戸）のﾃﾞｺり具合がﾁｮｰ可愛いの。

写ﾒもらって「うわー。もっそい可愛い」って思って

いろいろ探してみたんだけど

自分らしいﾃﾞｺ電がなかなか出来なくて

それで悩んで今のやつにしたんだけど

ﾎﾝﾄはちろたんみたいにいろんな色使いたかったんだよね。



また可愛いﾃﾞｺ電ﾊﾟｰﾂ見つけたら速攻NEWﾊﾞｰｼﾞｮﾝにするよー。
それまではこの乙女携帯で。（笑

あ。忠義、髪黒くなったってﾏｼﾞですか???
早く見たいよー。

なんか来週は結構エイトメンがTVに出るから
楽しみだなぁ。

丸ちゃんのやつとかも楽しみだし。

ｷｬｻﾘﾝｼﾘｰｽﾞたまに見てた。（笑

なんかそれに丸ちゃんが出るって不思議な感じ。

つーかすっかりﾋﾞﾃﾞｵ録画のこと忘れてました。（ｱﾊﾊ

ﾀｲﾏｰｾｯﾄしないとな。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.08.06 Sun ﾛｹ。ﾛｹ。ﾛｹ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ｻﾌﾟﾘﾛｹとか嫁厄ﾛｹとか山梨で

ｶﾞﾝｶﾞﾝにあったみたいで。

普通に仕事してましたが何か???
しかもﾎﾃﾙ春○居に亀ちゃんが泊まってたとか

何事???
家の会社の取引先なんですけど。

弟くんよ知ってたら電話くれよ。

いや、電話もらって何ってこともないんですけど。

亀ちゃんの寝込みを襲うとかさー。

やりたいことはたくさんあるわけよ。（笑

ﾁｪｰｯ。

何気にうちの近くで雑誌とかﾄﾞﾗﾏのﾛｹとかあるんだけど

１度も遭遇したことがないってゆーね。（涙

どんだけ運がないんだ。

ｶﾞｯｶﾘだよ。

ま、たいがい家に居たことないしなぁ。

ﾊﾞｲﾄとか仕事してたりで

家の近くに居ないしなぁ。

(´·ω·`)ｼｮﾝﾎﾞﾘ。
ま、ｻﾌﾟﾘでﾜｲﾅﾘｰとかﾌﾙｰﾂ公園とか出てきたら山梨ﾛｹって

ことで。

慶ちゃんはまだまだﾛｹありそうだけど

家から遠いんだよねー。

慶ちゃん好きな友達がいてﾛｹ観に行きたいって

言ってた。

嫁厄とか見たことないんですけど

ﾛｹ観覧OKですか???（笑

今日ね、今日ね、新たな発見をしました。

職場のKくん、翔ちゃまにそっくし。



なんか周りでみんなKくんｶｯｺｲｲとか言ってて
でもまひるには何がｶｯｺｲｲのか全然わからなかったんだけど

今日見たら櫻井翔に似てました。

ちょっとおののいてみた。

ちょっと周りに同意を求める人がいなかったので

誰にも言えずに残念無念また来週。

うー。火曜日までお仕事なんですけど。

とりあえず水曜日に休みもらえるからいいんだけど

もう今日すでにしんどかったんですけど。

１２時からだったにも関わらず

起きれないぐらいしんどかった。

仕事行って速攻「今日無理です。」って言ったもん。

頑張れませんって言ったよー。

休憩織り交ぜて頑張れって言われたけど。

休憩の時、ﾁｮｺﾗBB買おうと思ったら売り切れで。
ｱﾘﾅﾐﾝにしようかと思ったけど

めんどっちくなってもういいやー。って。（笑

今日は早く寝ますぅー。

そんなわけで短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.08.08 Tue ただただ会いたくて。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日もお仕事だったんですよー。

今日は涼しくて久々に過ごしやすかったですね。

最近ﾎﾝﾄお疲れﾓｰﾄﾞに入ってて

疲れすぎて眠れないんですよ。

だから寝る前にﾁｮｺﾗBBを飲むようにしています。
日、月ってそんな感じでしたね。（笑

ｵﾊﾞﾊﾞだなぁと最近思いますね。

ま、明日休みだし、のんびり過ごします。

あ。そういや、劇団演技者、ｼｹﾞたんだったね。

見なくちゃ。

また夜更かしの火曜日になっちゃうなぁ。（笑

最近ﾎﾝﾄ夜遅くまで起きてもいられないように

なってしまって。

だいたい１時ぐらいまでには寝てしまいますね。

だから火曜日は結構しんどいんだけどね。

そういや、ｻﾙﾁﾞｴがWebから消えてるんだけど
やるよね???
やるならWebから消さないで欲しいなぁ。
忘れやすいから寝る前にWebﾁｪｯｸしてるから。
さっきWeb見たら載ってました。
あと少ｸﾗもやる日を確実にお知らせして欲しい。

なんか最近曖昧でいつ録画していいのか

わからないんだもん。

いや、最近録画しても何ひとつ見てないんですけどね。（苦笑

ﾎﾝﾄに録りっぱなしになってしまいました。

前は結構見てたんだけど

ﾄﾗｳﾏが出来てしまってからはﾘﾋﾞﾝｸﾞでﾋﾞﾃﾞｵ見るのが

怖くなってしまってそれから１年半ぐらいに

なるんだけどそれから全然ﾋﾞﾃﾞｵ見てない。



元々ﾘﾋﾞﾝｸﾞって落ち着かなくて嫌いだったし。

会社の電話が繋がってるからすっごい大きな音で

電話が鳴るんですね。

それで電話の音って大嫌いでこれもﾄﾗｳﾏなんだけど

それで落ち着かなくてﾘﾋﾞﾝｸﾞに居たくないってゆーね。

ま、ﾄﾗｳﾏ多しなんですけど。（笑

自分の家で自分の部屋以外の落ち着ける場所なんて

ないんですけどねー。(笑
ﾌﾞﾛｸﾞ始めて最初の頃とか家の会社のﾊﾟｿ使ってたんですけど

よくやってたなぁって今では思うな。

今、会社のﾊﾟｿとか使えないもん。

ま、ﾊﾟｿがないと生きていけない体質なので

生きてくための手段だったんでしょうね。（笑

そう、まひるね、もっそいせわしなく動くんですよ。（笑

たぶん精神的なものからきてると思うんだけど

前はそうゆうものが全然なかったんだけど

最近よくﾁｮｺﾏｶしててｵｶﾝに怒られたんですよ。

そんなのしょーがないじゃん???
くせみたいなものだし。

直そうと思えば思うほどこじれてくるものだし。

そうゆう指摘がｽｺﾞｸ多くてｲﾔになるんです。

だから１人の時が１番落ち着く。

ｵｶﾝとかほんとしつけに厳しい人で

そうゆうのが今もあって

くせのこともすごく厳しく言われてｲﾔだなぁって。

昔はそんなくせもなかったんだけどね。

ここ２〜３年かな。

自分でもくせのことｲﾔだなって思うけどね。

気にすればするほどひどくなるんだよね。

そ。最近ね、社会に対応できてないような

気がするんだよね。

仕事も次から次へと人が入れ替わり

もうそこでひとつ対応できてないし、



家族ともｷﾞｸｼｬｸしてるし、

何を目標にして生きていいのかわからなく

なってきてるの。

何のために生きて何のために働いてとか

もう見失っちゃって

ただ漠然と仕事に行って帰ってきて

寝て過ごすみたいな感じ。

専門学校行ってた時の夢に向かっての

ｷﾗｷﾗした輝きがないもん。（笑

寂しいよね。

あ。昨日、丸ちゃんのﾄﾞﾗﾏ見た。

途中からだったけど結構丸ちゃん可愛くて

好きｷｬﾗだった。

あーゆうｻｽﾍﾟﾝｽもの見たのも久々なんだけど

結構内容も面白くて

良かったんじゃないですか???（笑

忠義に会いたいな。

じゃ、短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明日か明後日にはやります。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.08.10 Thu ﾘﾝﾎﾞｰﾀﾞﾝｽにｳﾊｳﾊな自担。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、YOU&Jの会員証届いたんだけど
まひるのやつは赤だった。

空たん（＠章大）は黒らしい。

予測。２０万台から赤になったのかなぁって。

まひるは赤が好きなので全然嬉しいんですけど。（笑

でも会報が２号からだったので

空たんにｶﾗｺしてもらうことに。

会員証案外可愛くて好き。

なんかもっとﾊﾞｶﾃﾞｶｲやつ想像してたけど

案外普通で。

ちなみにここ最近入ってたFCは、ゆず、１９、LIVぐらいかなぁ。
数年前ですけどねー。

で、ゆずはゆずの形をしたｷｰﾁｪｰﾝが会員証で

１９は普通のｶｰﾄﾞでLIVは特になかった気がする。
LIVってﾈｯﾄ会員だったんだよね。
だから会報とかもなくて。

ゆずと１９はﾗｲﾌﾞ行ってたからFCって結構役に立ってたけど
LIVは結局１度もﾗｲﾌﾞ行かなかったんだよね。
だからLIVは何も形に残るものがなくて。グスン (ノ(ェ)'。）
やっぱ形に残るものが嬉しいよね。

そそ。JUGEMの文字を書く部分が見やすくなってるの。
たぶん字と字の間にｽﾍﾟｰｽが少し出来たのかな???
それで視力の悪いまひるでも見やすくなりました。

前みたく書くたびに画面にへばりついて確認しなくても

済むようになりました。（笑

あ。昨日のｻﾙﾁﾞｴね。

なんか珍しく関ジャニﾁｰﾑ活躍してたよね???



いつもﾄﾞﾍﾞの方から数えた方が早いのに。（笑

途中、忠義が「ゆゆあぁー。」ってもっそいため息交じりの声

出しててめちゃ可愛かった。

「ﾎﾞｸこれ苦手ですわぁ。」とか言ってるし。

でもまひるも全然わからなかった。（笑

関ジャニﾁｰﾑは誰の活躍だったんでしょうねー。

忠義???ヨコ???丸···はないな。（笑
あぁー。絶対亮ちゃんとか出て欲しいのに。

錦戸亮ﾌﾟﾘｰｽﾞ。

今日も３５度を越える真夏日です。

もう暑くてﾑﾘ!!!!!!
お昼寝してたけどﾑﾘ過ぎて起きたもん。

でも忠義はｸｰﾗｰの設定温度は２８度でって言ってたから

下げませんけど。

つーか忠義さーん。２８度なんて全然涼しくないんですけど。

そんな大倉忠義さんが２８度以下にしてたらべっこし凹むわ。

ﾎﾝﾄ暑くてﾊﾟｿの前に座ってるのがﾑﾘ。

つーか週間ｻﾞ·ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝに騙された。

Webにエイトが載ってるって書いてあって
ﾄﾞﾗﾏのこととDVDのこと書いてあるってゆうから
中身も見ずに買ったのよ。

そしたら５ｾﾝﾁ四方の記事なの!!!!!!
しかもﾄﾞﾗﾏのことなんて普通に知ってることしか

書いてないし。

まひるさん、SHOCK　ME!!!!!!!
ｦﾀ誌さえ控えてるこの時期に!!!!!!
いや、ｦﾀ誌買うけど。

ﾘﾝﾎﾞｰﾀﾞﾝｽにｳﾊｳﾊな大倉忠義溺愛中の

まひるでした。

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽは今夜涼しくなったらやろうかにゃ。(ﾅﾒﾃﾙ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.08.11 Fri 渋With倉BAN。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

すいません。あまりの暑さでｺﾒﾚｽまで

出来なくて。

出来れば涼しくなった夜にやりたいのですが

夜、眠くなってしまうんですよー。（苦笑

そんなわけでなるべく早めにｺﾒﾚｽやろうと思ってるので

お待ちください。

つーかﾎﾝﾄにすみません。

そういや渋With倉BANの（素直に渋倉ﾊﾞﾝﾄﾞと言えって???
追加公演が２つ出来てましたね。

やっぱり相当倍率高そうで当たるのか疑問。

追加公演にまわされるのは全然かまわないのですが

朝１０時だけは勘弁してください。

そんな時間からﾃﾝｼｮﾝあげるのもっそい難しい。

いや、それは渋With倉BANのみなさんも一緒だと思うんですけどー。
なんせ低血圧なもので。

だいたい何時に家を出るんだって話ですよ。

ま、そんなことを言ってると大概１０時公演に

当たってしまうんですが。（笑

(´·ω·`)ｼｮﾝﾎﾞﾘ
ま、何より当たってくれたらそれでいいんです。

贅沢はいいません。ﾎﾝﾄに。

つーか来週のﾚｺﾒﾝ、やっすんがｹﾞｽﾄかもしれないんでしょ???
忠義とかも出ちゃったりするかなぁ。

あー。でもﾎﾝﾄにたぶんやっすんだけのような気がする。

前もやすが来ますって言ってて

ﾎﾝﾄにやっすんだけだったから。（笑

でもたぶん公演中に１度は全員で出るような気がする。



毎年そんな感じだもんね。

そ。そ。なんか昨日の∞ﾚﾝｼﾞｬｰのﾅｽﾚﾝｼﾞｬｰのとこ見て
べっこし凹んだ。

なんかあーゆう場でヒナちゃんにあーゆうﾏﾅｰ面でのことを

書かせるってよっぽどですよ。

みんな一生懸命頑張ってるのに

応援の仕方が間違ってる。

それは簡単に考えたらわかることだよね???
ｺﾝｻｰﾄと舞台は違うってこと。

出てる人達も不愉快だと思うけど

見てる他のお客さんも不愉快になるんだよね。

空気凍らせてどうするの???って感じですよね。
これから行かれる方はぜひﾅｽﾚﾝｼﾞｬｰの昨日のｺﾒﾝﾄを

胸にﾏﾅｰ守って楽しく観にいきましょう。

例えば名前を叫ばれたりしたら

叫ばれた自担が恥ずかしい思いをするってことを忘れないでください。

自分のﾌｧﾝがﾏﾅｰ守れないって悲しいことだと思いますよ。

自担に恥をかかせないようにしましょう。

つーか雷がｺﾞﾛｺﾞﾛいってます。

ひどくなったらﾊﾟｿの電源落とします。

でも雨降ったらいいな。

ちょっとは涼しくなるもんね。

あ。ﾔﾊﾞｲ雷近づいてきた!!!!!
ﾊﾟｿの電源落とします。

今日は短いけどこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。



2006.08.14 Mon 永遠不滅の８人愛。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

仕事が忙しくてﾈｯﾄ放置しました。

ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

笑ってる場合じゃなくて。

一応ﾊﾟｿ立ち上げてはいたんだけど

３０分ぐらいで電源落としてた。

ま、ﾒﾙﾁｪだけですね。（笑

とりあえずあとちょっとお仕事頑張れば

２４日から夏休みだし。

ｳﾊｳﾊでんがな。（笑

あ。ちなみに渋With倉BANのﾁｹ当たりましたー。
ま、１番倍率低そうなとこ狙ったから

それが良かったのかなって。

１週間の間に２日も忠義が観れるなんてｳﾊｳﾊでんがな。（笑

忠義もﾏﾅｰ面で悲しい発言してたから

今頃はﾏﾅｰが改善されてたらいいなって思うけど

ひとつ思ったんですけど

中堅以下担の方達とかって∞ﾚﾝｼﾞｬｰ読んでるのかな???
やっぱりｻﾏｽﾍﾟ観てるのはエイト担だけじゃないから

そこが心配。

自担の舞台じゃないからいいやぐらいの

気持ちで観られてたらｲﾔだなって。

やっぱり自担のﾒｲﾝの舞台じゃないかもだけど

関ジャニ面全員とｽﾀｯﾌさんで作り上げてる舞台だから

やっぱりみんなでﾏﾅｰ守ってくれたらいいなって。

つーか問題はｸﾞｯｽﾞなんですけどぉー。（涙

早速売り切れになったりしてたりして

相変わらず波乱万丈な感じ。(笑
なんか写ﾒとかでﾎﾟｽﾀｰとかﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞとか見たけど

もっそいみんなｶｯｺｲｲ。

もう早速忠義のﾎﾟｽﾀｰ画像待ちうけにしてみた。



ﾔｯﾊﾞｲ。ﾎﾝﾄに大倉忠義最高〜!!!!!
大倉忠義男前〜。

大好きで大好きで会いたくて会いたくてたまらなくて

愛しい人。

最近の忠義のこと批判する人もいるけど

まひるは全然そんなこと思わない。

確かに忠義は以前より前へと出たりするようになったけど

それはやっぱりﾃﾞﾋﾞｭｰして自分なりに自覚みたいなのが

芽生えたんだと思うんだよね。

それのどこがいけないのかな???って
はっきり言うとそうゆうこと言う人の方が

忠義の今までの苦労をちゃんと見てきたのかな???って思う。
苦労して手に入れたものだから

それを大切にして何が悪い???って思う。
誰だって人気が欲しいし、少しでも前より

自分をよく見せたいって思って当たり前なんじゃないかなぁ。

だからいろんな仕事が舞いこんで来るのも嬉しく思うし、

ただひとつ思うのは

それでもいつまでも関ジミ３でいて欲しいとは

思う。

きっと忠義のことしゃしゃってるって言う人は

ﾋﾟﾛｷの地位が奪われてしまうのが心配なのかな???って
思う。

いや、まひるもやっかしいつまでもエイトの２ﾄｯﾌﾟは

亮ちゃんとﾋﾟﾛｷであって欲しいと思ってるよ。

１年が過ぎてﾋﾟﾛｷが戻ってくるまでにすごく

ﾘｽｸがついてしまったと思うけど

それでもﾋﾟﾛｷ人気は永遠だと思ってるし、

なんかﾋﾟﾛｷのいないエイトに慣れつつあるこの状況に

不安を感じるし、

それでもやっぱり８人揃ってこその関ジャニ∞だしね。
早くﾋﾟﾛｷに戻ってきて欲しいと思う。

まひるの周りの内担は誰１人として担降りしてないからね!!!!!!
きっとまひるはﾋﾟﾛｷを観たら号泣しちゃうんだろうな。（笑

でも笑顔でおかえりー!!!!!って言いたいな。



永遠不滅の８人愛。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁでお願いします。

ｺﾒﾚｽ明日やりやす。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.08.15 Tue みんな平等。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

丸々２日眠れなくて今も目ばかりがｼｮﾎﾞｼｮﾎﾞして

体がﾀﾞﾙくてって感じです。

でもあんまり眠くないんだよね。（笑

なぜそうなってるかというと睡眠薬が切れてるからです。

明日の午後には病院行くから良かったんだけど

でも今夜眠れるのかなぁって感じ。

さすがに３日全く眠れないことはなかったので

多少は眠れるかなと。

でも天気予報で明日雨って言ってた。

雨降ったら病院どうやって行こう。

ﾋﾟｰﾝﾁ!!!!!!

つーかね、さっき２階に見慣れない下駄が玄関に置いてあって

誰かお客さん来てるのかなぁなんて思いながら

入っていくと１人の男の人とｵｶﾝがﾘﾋﾞﾝｸﾞで野球を見ている。

「こんにちわ。」って一応挨拶。

したっけそれはまひるのおとーたまだった。（爆笑

すいません。もっそい視力悪いです。

0.05と0.02しかありません。
自分の親に「こんにちわ。」って頭下げてしまった。

ｵﾄﾝ、苦笑してたもん。

ｵｶﾝも「何???」ってびっくりしてたし。
だってｵﾄﾝが自分の部屋じゃなくてﾘﾋﾞﾝｸﾞでTV見てるってゆー光景
まずないもん。

もっそい恥ずかしかったってばよ!!!!!!
ｱﾌｫだ。

あの下駄はｵﾄﾝの下駄だったのねー。（笑

ﾎﾝﾄ紛らわしいことはすな。



そろそろﾃﾝﾌﾟﾚ変更しようかと思ってるんだけど

なんか良い案が浮かばなくて。

なんか夏っぽくってゆーのも今更でしょ???
だからﾎﾝﾄは渋谷すばるwith大倉BAND初ﾗｲﾌﾞﾘﾇとか
やりたいんだけどそんな暇ないでしょー。（涙

ま、９月までにﾃﾝﾌﾟﾚ変えますわー。

つーかうちの愛犬のﾗﾝ丸ちゃんが首輪のとこに

ﾋﾟﾝｸの水玉のﾘﾎﾞﾝつけてもらったみたいで

もっそい可愛いの。・　∪´∀｀)ﾓｷｭ
ｷﾞｭってしたくなったんだけど

ｱﾚﾙｷﾞｰが出るからやめた。

すでに今日、目が痒いし。

なんかさっきちろり（＠亮）からｺﾒﾝﾄもらった件で

ちょっとｺﾒﾝﾄさせてもらうと

最近大倉・大倉担叩きがすごいのですよ。

まず忠義を叩いてる件は昨日書いたので

省きます。

それで大倉担叩きの件について書くと

最近ご新規さんのﾌｧﾝってゆーと大概大倉担なわけですよ。

まぁ、違う人もいると思いますが。

その新規のﾌｧﾝの方達でﾏﾅｰを守れてない方達たくさんいます。

それで大倉担叩きや

忠義まで叩かれてしまうんですよね。

やっぱり自担が叩かれたり

だから大倉担はみたいに言われたくはないじゃないですか。

だから興奮する気持ちもわかるけど

幼稚園児や子犬じゃないんだから節操持って応援して

欲しいと思います。

舞台の最中に友達と話をするとか笑う場面でもないのに

笑うとか名前を叫ぶとかそうゆうことはやめましょう。

忠義もたぶんいたたまれなかったと思うんです。

自分のﾌｧﾝがﾏﾅｰ守れてなかったりして。

だから∞ﾚﾝｼﾞｬｰで注意を促したりしたと



思うんです。

実際まひるはﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞの時に隣に座ってた５０過ぎのｵﾊﾞｻﾝ２人組が

舞台中ずーっと話をしてたので

舞台に集中できませんでした。

せっかくﾁｹｯﾄが当たって高いお金出して行ってるのに

舞台に集中出来なかったら無意味じゃないですか。

そんな思いだけは周りにさせないでください。

舞台上の人達も集中力が欠けてしまいます。

そして同じ大倉担として恥ずかしくない行動を取って欲しいなって

思います。

あ。でもこれは大倉担だけが悪いって意味じゃないですよ。

誰担だろうとﾏﾅｰは守って欲しいと思います。

自担に恥をかかせないように。

誰だって新規の時期はあります。

だから新規が悪いってわけではないんですけど

ﾏﾅｰぐらい常識の範囲だと思うんです。

まひるだって１０年もｦﾀやってるわけですよ。

だから１３歳ぐらいから。

でもちゃんとﾏﾅｰを守って応援してきたつもりです。

だから新規だからとか年齢が若いからとか

そんなの言い訳にはなりません。

ｵﾊﾞｻﾝでもﾏﾅｰ守れない人はいます。

自覚の問題だと思います。

１人１人自覚を持って楽しく応援しましょう。

新規さんと古株さんがうまくやっていけるような

そんな応援を求めます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


チュンチュンさん（＠忠義）

ナナ美さん（＠亮・忠義）

ゆか（＠忠義）

ななさん（＠忠義）

なつみ（＠忠義）

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）
陽菜（＠仁・亮）

ゆりえさん（＠忠義）

由愛さん（＠忠義）

まうさん（＠亮）

ちろり（＠亮）

あすぴぃさん

桃さん

hikaluさん（＠忠義）
陸（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）

みきさん（＠ヒナ）

ぽくたさん（＠忠義）

みずき（＠章大）

あき（＠忠義）

まゆ（＠仁）

優さん

あきさん

かずみさん チュンチュンさん（＠忠義）
今頃疲れが癒されてる頃でしょうか???
あー。もうﾎﾝﾄにたちょに「１人の体じゃないんやから」って

言われてー!!!!!＞＜
１人で想像して萌え萌えしてました。

あ。冷やしあめって美味しいっていう人と美味しくないって人いますよね???
まひるも冷やしあめｹﾞｯﾄしようかな。

やっぱエイト担なら（大倉担なら）１度はﾁｬﾚﾝｼﾞしないと

ならない飲み物ですよね。（笑

まひるだって人間ですからね。

嫌いな人ぐらいいますって。（笑

すば倉ＢＡＮＤ、１８時で当たりました???
まひるは１４時で当たってました。

あと会社のﾊﾟｿにﾒｰﾙしておいたので仕事始まったら



ひっそりこっそり見てください。（笑

ナナ美さん（＠亮・忠義）

いやいや、お疲れ様ですぅー。

夏休みは楽しんでますか???
まひるも２４日からお仕事が休みに入ります。

その間にｻﾏｽﾍﾟと渋With倉BANのﾗｲﾌﾞがあります。
ﾜｸﾜｸﾄﾞｷﾄﾞｷでございまーす。

わー。怖い系の映画ってﾎﾝﾄにまひるは見れないんですよ。

究極のﾋﾞﾋﾞﾘです。

松本まりかちゃん出てたんですか???（笑
まりかちゃんってすごい声とか可愛いですよね。

顔と腕無事に治りました。

もうﾎﾝﾄｱﾎみたいなﾎﾟｰｽﾞでこけましたから。（笑

はい。エイトのﾂｱｰは山梨参戦予定です。

お互い当たったらぜひ会いましょうね。

その時はｹｰ番とか教えてくださいねー。

まひるもお教えしますので。

山梨は２０００人も入らない場所なんですけど

でも１５列より後ろだったらもうちょっと見えにくいような

つくりになってるので会場的においしいのは

やっぱ仙台かなと。

ゆか（＠忠義）

もう顔の怪我とか完治したよー。

案外あっさり治ってよかったなぁと。（笑

だよねー。

まひるもﾂｱｰと渋倉BANDとｻﾏｽﾍﾟだから
ﾎﾝﾄお財布が泣いてるよー。

お互いﾂｱｰ当たるといいね。

結構どこも激戦っぽいからﾄﾞｷﾄﾞｷだよー。

うん。２６日に見て２６日に帰るんだよねー。

ﾎﾝﾄは１泊したかったんだけど

渋倉BANDがあるからﾎﾃﾙ代もったいないなって思って。
財布がｷｭｰｷｭｰ言ってますから!!!!!



そんなわけでまた機会があったら是非に!!!!!

ななさん（＠忠義）

まひるもいつかななさんと会ってみたいです。

そうですよねー。渋倉BAND東京だけだから遠くの人は
ちょっとつらいですよね。

まひるもｻﾏｽﾍﾟの後なのですっごい厳しい状態なんですよー。

画像のつけ方ですか???
画像はどこか画像をｱｯﾌﾟ出来る無料のHPとか借りて
そこに画像をｱｯﾌﾟしてそのURLを使うんですね。
HTMLの本を１冊買うと便利ですよ。
ﾌﾞﾛｸﾞのﾀｲﾄﾙのとこの画像を作ってるｻｲﾄさんは

まひるの旧ﾌﾞﾛｸﾞ（One　Wayの古い方）のﾘﾝｸのとこに
貼ってあるｻｲﾄさんに画像あるんで

あとは文字入れするだけの画像ですね。

ﾔﾌﾟﾛｸﾞで使う画像なのでたぶんﾔﾌﾟ画ってとこにあると

思うんですけど。

あ。結構ちろり（＠亮）のﾌﾞﾛｸﾞの方にもお邪魔してらっしゃる方

いるみたいで。

ちろりももっそい良い人だよね。

ちろりとはエイトの初東京ｺﾝの時会ったんだけど

すっごいおしゃれで可愛い人です。

ちろりも空（＠章大）もﾖﾛｼｸお願いします。

そうですか???（笑
類は友を呼ぶんですかねぇ???（笑
だと嬉しいんですけど。（笑

１日だけ亮ちゃんになってたちょに甘えまくりたいですよね。（笑

なつみ（＠忠義）

なつみんちﾊﾞｲｸ屋なんだ???
かっけー!!!!!
ちなみにうちの親戚の家は自転車やなんだけど

名前をｻｲｸﾙﾊｳｽJinって言うの。
ちょっと感動。（笑

ﾌﾟﾚｲｶﾞｲﾄﾞ発売あるといいねぇ。



つーかなきゃ困るよね。

鹿児島とかだったらありそうな気がするんだけど。

初日とかﾐﾗｸﾙ起きて欲しいよね???
最高の秋のﾂｱｰになりますように。

まひるの携帯、可愛いですかー???（笑
前の携帯は相方の空（＠章大）とｵｿﾛでﾃﾞｺってたの。

今回は1人で雑貨やさんに行っていろいろ悩んで買った
ﾃﾞｺ電ﾊﾟｰﾂです。

やり始めると楽しいからぜひお勧め。（笑

おおー。どっくんですか???
最近たちょとの絡みも多いもんね。

DVD、エイトはだいたい出してくれるから
もっそい楽しみだよね。

地方のﾌｧﾝにも優しいとゆーか。

ケツメイシかぁ。

夏っぽいね。

まひるは結局今もﾙﾊﾟﾝのｽｶﾊﾟﾗﾊﾞｰｼﾞｮﾝの着ﾒﾛに

してるよ。

一時期「明日」にしてたんだけど。

とりあえず１０月にＤＶＤならどうにかなりそう。

９月とか言ったらちょっと殺意を覚えたね。

まひるもたちょには人気出てくれたらいいなって思うし、

活躍してくれたらいいなって思うけど

今日書いたみたいなことはやっぱ気になる。

１人いないうちにエイトのﾊﾞﾗﾝｽが崩れたらイヤだなとは

思うよね。

ﾋﾟﾛｷの居場所がなくなったらｲﾔだなって。

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）
いやー。顔の怪我ひどかった割りにきっちり治ってくださいました。

良かった。良かった。

まひる、８列目です。（笑

唇の荒れは一端治ってるんですけど

飲み薬をくれなかったのでｻﾏｽﾍﾟの時ちょっと心配なので

薬をもらいに行こうかなぁって思ってます。

OBAﾁｬﾝも山梨、申し込んだの???



会えたらいいなぁ。

当たったら是非とも!!!!!
OBAちゃんは仙台ｽﾀｰﾄかぁ。
仙台はかなりの倍率だと思うから

ﾎﾝﾄに当たったらいいよね。

劇団演技者良かったよね。

またきっと出演あると思うし、楽しみにしてる。

でもその前に関ﾃでのﾄﾞﾗﾏだね。わくわく。

そう。１人で住んでるのにご飯は家族と一緒なの。

ま、１人で住んでるって言っても同じ敷地内だからね。

ﾕﾝｿﾅはあれはわざとだよね。

絶対みんな乳見てたよね。（笑

でも亮ちゃんのおかげで忠義が頑張れてる部分あるのかなぁって

思うとやっかし亮ちゃんも捨てがたいよね。（笑

章大とのﾊﾓﾘがすごく好きなんだけどね。

ﾊﾟｯﾄ当てたやつって忠義はすぐ乳を見たってことだよね???（笑
あやつめかなりの乳好きだな。（笑

ｹｰﾀｲ可愛いですか???
ありがとうです。

亮ちゃんになったら鼻大きいのに

自分で扱えるかしら???（爆笑
なんかたちょも良い持ち物持ってそうだよね。（笑

ご立派同士♪（爆笑

携帯からだとこのｺﾒﾚｽ見るの大変かもだけど

ｺﾞﾒﾝ。（笑

まひるも携帯って苦手でさー。（笑

もっそい文字打つの遅いって空に笑われる。

まひるも１９好きだったー。

まひるも高校に入ったばっかぐらいの時かなぁ。

たぶんそのぐらいの頃すごく好きで。

最初は３２６の影響で知ったんだけどね。

まひるはすば倉ＢＡＮＤは３０日の２部参戦予定です。

なのでＯＢＡﾁｬﾝと一緒だーね。（笑

え???そう????
全然ﾐｸｼｨのﾒｯｾでもいいし、何でもいいんで

また忠義のこと一緒に語ろうね。



陽菜（＠仁・亮）

うぇーん。陽菜たんー!!!!!
陽菜たんのおかげでﾊﾞｲｸでこけた傷は治りました。

ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

義くんの最近の変わりっぷりは昨日書いたとおりです。

ｻﾙﾁﾞｴ、今回すごい健闘してたよね???
あれは誰の活躍ですか???（笑
ヨコ???たちょ???丸···はないな。（笑
いやー。面白かった。

なんか行列の出来るなんちゃらかんちゃら（ﾀｲﾄﾙぐらい覚えろ

に出るじゃん???
あれは密かに楽しみなんですけど。

すばるん＆亮ちあは気まずいよね。

でも最近うまくやってるような気がする。

なんか仁ちゃんのわがままなら何でも聞いてしまいそうだよ。

だって可愛いもん。

あの子犬のような目で甘えられたらﾔﾊﾞｽ。

それも仁ちゃんの計算なんですけどね。（笑

所詮どSの赤西仁さまですから。
えぇー!!!!ﾏｼﾞでか???
そのうち安田担とか言ってしまいそうな勢いなのか???
恐るべし安田章大。

ゆりえさん（＠忠義）

お久しぶりー!!!!!
元気ですか???
まひるは渋倉BAND、３０日に１公演だけ行きますよー。
あとﾂｱｰが山梨２公演。

でもﾂｱｰまさか地元であるとは思ってなかったので

近くて長野か静岡かなって思ってたので

行く予定なかったんですよ。

静岡ではなくて地元開催なので無理やり申し込みました。

かなり無理ある出費です。

ゆりえさんは結局どこを申し込みました???
会員証、赤、すごく可愛いですよ。



もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞのつなびぃのとこに写ﾒｱｯﾌﾟしてあるので

お時間あったら見てください。

なんかこれから緑とかいろんな色が増えそうですよね。

なんかＰＯＰでおもちゃみたいで可愛いですよね。

まひるもすっごい方向音痴なんですよ。

だから大阪とか行ってちゃんと目的地に着けるのか心配で。

由愛さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。ありがとうございます。

ずっとﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってたんですね。

いえいえ、ﾎﾝﾄまひるのはただの駄文なんで

お恥ずかしいです。

由愛さんのﾌﾞﾛｸﾞも後で遊びに行かせてもらいますね。

こちらこそ仲良くしてくださいねー。

まうさん（＠亮）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ずっっとﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってたんですか???
ありがとうございます。

ﾊﾞｲｸでこけたことなんて滅多にないんですけどねー。

まぁ、体制が悪かったんですけどね。（笑

たちょとｶｻﾌﾞﾀｵｿﾛだったんだぁ〜。（笑

妙に感動。（笑

ﾕﾝｿﾅさんの胸は絶対みんな見てましたよね???
あれを見なかったら男じゃねー。（笑

あ。相ﾘﾝOKですよー。
あとでまうさんのﾌﾞﾛｸﾞにお返事のｺﾒﾝﾄに伺いますねー。

ちろり（＠亮）

携帯ﾃﾞｺったけどたぶんすぐ飽きると思うから

常にﾃﾞｺ電ﾊﾟｰﾂ探しをしてようかなと。



ちろりのすっごい可愛くていいなぁって思った。

まひるのはね、ﾃﾞｨｽﾞﾆｰのﾃﾞｺ電ﾊﾟｰﾂで上の大きなやつが

ﾐｯｷｰの形してるの。

ちろりのはｽﾜﾛﾌなんだ???
まひるもｽﾜﾛﾌ使いたいんだよね。

すっごいｷﾗｷﾗして綺麗だよね。

でも行ったお店にｽﾜﾛﾌがなくてって感じ。（涙

ｷｬﾊ。うん。

まひるが亮ちゃんと入れ替わったらちろりのこと

好きになる。

ちろりがたちょと入れ替わったらまひるのこと好きに

なってね。（笑

もっそい溺愛するから。（笑

まひるんちはねぇ、国道２０号線のすぐ近くなのぉー。

なんか東京から繋がってる道なんだって思うと

ちょっと嬉しいとゆーか懐かしい。

えー。今日の題材は昨日ちろりからもらったｺﾒﾝﾄから

いただきやしたー。（笑

なんか新規ﾌｧﾝばかりではないかもしれないけど

ﾏﾅｰ守れてない大倉担が目につくんだろうね。

だから大倉・大倉担叩きが存在するんだと思う。

まひるの行ってる掲示板でも大倉担ｳｻﾞｰとか

言われてももん。

なんか悲しいよね。

忠義もかわいそうだし。

忠義の気持ちも知らないでごちゃごちゃ言うなと言いたい。

そして新規さんもちゃんとﾏﾅｰ守っていただきたい。

決して新規さんだけが悪いわけじゃないけど。

あすぴぃさん

岩盤浴行ったことないですぅー。

基本的に夏はｼｬﾜｰ派であまりお湯につかったりも

しないんでﾀﾞﾒﾀﾞﾒなんですけどね。

しかもお風呂とか長く浸かっていられないﾀｲﾌﾟで

熱いお湯に短時間入っていたいんですけど

そんなんでも岩盤浴大丈夫ですか???



ﾏｼﾞ、ﾎﾝﾄ今月だけでいくらの出費なんだってぐらい

お金出ましたよ。（涙

あすぴぃさんって山梨在住でしたっけ???
県民よりｱｲﾒｯｾの方がいいと思いませんか???
ｱｲﾒｯｾの方が花道とかも作れるし。

と相方とﾌﾞｰﾀﾚてました。（笑

桃さん

仙台はﾎﾝﾄ倍率高いと思いますねー。

たぶんどこも激戦だとは思いますけど。

桃さん、修学旅行と当たっちゃったんですか???
悲しいですね。（涙

なんかちょっとやるせないですよね。

えぇー!!!!
ﾃｽﾄ頑張ってくださいね。

そして仙台にﾊﾞｯﾁﾘ行ってきてください。

hikaluさん（＠忠義）
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾌﾞﾛｸﾞ見てくださってたんですか???
ありがとうございます。

相ﾘﾝOKですよー。
後でhikaluさんのﾌﾞﾛｸﾞにお返事に伺いますねー。
これからもﾖﾛｼｸお願いします。

陸（＠忠義）

陸さん、欲情してますなぁ???（笑
まひるもたまにあるけど。（笑

夢見てて夢でﾁｯｽしてる夢見ると続き何回も見ようとして

何回も寝ようとするのね。（笑

まひるもたちょは良い持ち物をお持ちだと思うわー。

いやね、ここだけの話、ﾊﾟﾂﾝﾊﾟﾂﾝのﾊﾟﾝﾂとか履いてると

形くっきりしてる時あるもん。（爆笑



見すぎじゃ。（笑

いやね、うちのﾌﾞﾛｸﾞはｼｰﾓﾈｰﾀｰ解禁ですから。（笑

ご自由にｺﾒどーぞ。

これからも仲良くしてねーん。

りりかさん（＠忠義）

ｽﾃｰｼﾞﾌｫﾄいくつまで出るんだよーって感じで

お金が足りるかどうか日々心配な大倉担まひるですけどもー。

前の携帯の待ちうたがYUKIさんだった。
YUKIさんは間接的な知り合いなんですよ。
元JAMのTAKUYAさんとお友達なんで。
東京に住んでた頃はよくお世話になりました。

しかもすっごい昔からお友達なんですよ。

JAM結成前ぐらいから。
結構ﾐｭｰｼﾞｼｬﾝのお友達多いんですよ。

最近あんまり交流なくて寂しいんですけど。（涙

CoccoとかUAとかも好きですね。
ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽはﾎﾝﾄ奥深いよね。

わかりやすいお話も好きだけど

裏にいろんなことが隠されてるようなお話もすごく大好きで。

見るたび見るたびに新たな発見があったりして。

そうゆう見方もすっごい好き。

まひるも仕事でﾍﾄﾍﾄだった。

また明日から頑張らなきゃだけど。

いや、でも午後は途中から抜けて病院だけどね。

やっと睡眠薬がもらえるのでｸﾞｯｽﾘ眠れそうです。

うん。

好きだからって何でもかんでも見たい行きたいじゃ、

自分に何が残るんだろうって思うよね。

他のものにもお金や時間費やして生活したいなって思うし。

余裕ある生活を送りたいなって思います。

とうとうananにたちょが載るんですか???
うわー。いい男の仲間入りですね。

みきさん（＠ヒナ）



やっぱ自担が地元に来るって嬉しいですよね。

東京に住んでた時はそうゆう実感ってなかったんですけど

山梨に最近ｼﾞｬﾆｰｽﾞ来てなかったから

嬉しいです。

東京に住んでた頃、ｷﾝｷやｶﾐやらﾄﾆやら山梨に来てたので

観にいきましたけど

自分が山梨に住んでは初めてでしかもそれがエイトで。

ﾎﾝﾄに嬉しいです。

すば倉ＢＡＮＤどうでした???
まひるはなんとかﾁｹｯﾄ取れました。

良かったです。

ぽくたさん（＠忠義）

先日はﾌﾞﾛｸﾞにお邪魔させていただきました。

またお邪魔させてもらいますねー。

相ﾘﾝＯＫですよー。

早速ﾘﾝｸ貼りますねー。

後でぽくたさんのﾌﾞﾛｸﾞにもお返事に伺いますね。

まひるはｻﾏｽﾍﾟ、２６日に行きますよ。

まひるも山梨からなので大阪は遠征になるんですけど

でも去年ｸﾘﾊﾟに行けなかったとゆーか行かなかったので

ｻﾏｽﾍﾟは絶対行きたいなぁと思って。

ぽくたさんもいつか大阪に行ける日が来るといいですね。

ﾊﾞﾄﾝありがとう。

時間のある時やらせてもらいますねー。

みずき（＠章大）

まひる、まだｦﾀ誌見てないんですよー。

ﾏｼﾞでぇ???
章大、髪切ったんだ???
全然知らなかった。（苦笑

明日早速ｦﾀ誌立ち読みしてきます。（立ち読みかよ!!!!!
いやいや、買うけどね。

でも今はｻﾏｽﾍﾟ前で遠征費がいくらかかるかも

わからないから無駄に小銭も使えなくて。



その後はすば倉ＢＡＮＤだし。

給料日前なのに。（涙

あき（＠忠義）

友達も２万番台だったー。仁担だけど。（笑

まひるなんて６月だからね。申し込みしたの。

どんだけ金ないのん???って感じですよ。
えぇ???ﾏｼﾞでぇ???もう４０万番台いってるの???
すごいな。

だってまひるが今年の年明けに情報局に入りなおしたのね。

その時が５０万番台だったからね。

それよりも早いｽﾋﾟｰﾄﾞで増えてるってことだよね。

どんだけ人気あるんだ???
これじゃ、ＦＣの意味ないよね。

全然ﾁｹｯﾄ取りやすくなってないもん。

まゆ（＠仁）

返事遅くなってｺﾞﾒﾝねー。

昨日、ﾌﾞﾛｸﾞの方にｺﾒ残しておきました。

これからも仲良くしてくれると嬉しいです。

またﾌﾞﾛｸﾞにお邪魔するねー。

優さん

優さんもＬＩＶ好きだったんですかー???
まひるも途中までＣＤ買ってたんですけど

なんか途中飽きてきてしまって。（苦笑

丸ちゃんってひとなつっこくて可愛いですよね。

そんな丸ちゃんがｽﾃﾁだと思います。

いやいや、まだまだ沈没されたら困りますよー。（笑

あきさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。



こちらこそ良かったら絡んでください。

あきさんのﾌﾞﾛｸﾞにもお邪魔しますね。

かずみさん

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾅｽﾚﾝｼﾞｬｰやｸﾞﾘｰﾝが言ってたことをまとめますと

松竹座はｼｮｰﾀｲﾑもあるけど基本は舞台だから

ｺﾝｻｰﾄにはｺﾝｻｰﾄの応援の仕方、舞台には舞台の応援の

仕方があると思う。

舞台では終わったあとの拍手が１番嬉しい。

ｼｮｰﾀｲﾑの時は騒いでもいいけど

舞台の時は花道歩いただけで名前叫んだりとか

誰かが台詞喋ってるのにおしゃべりしたりとかはやめて欲しい。

笑う部分じゃないのに笑ったりされると凹むし、

集中力に欠けるから。

と言った内容のことを書いています。

ｺﾝｻｰﾄでもﾄﾛｯｺに乗ってﾒﾝﾊﾞｰが移動する場面があったり

するんですけど

そのﾄﾛｯｺを自分の席を離れて追いかけたり、

ﾒﾝﾊﾞｰを掴んだりとか他のお客さんやﾒﾝﾊﾞｰの怪我に

つながりそうなことはやっぱﾏﾅｰ違反だよね。

またわからないことがあったら聞いてください。

まひるでよかったらお答えします。



2006.08.16 Wed 久々関ｼﾞﾐ３＋１ﾛｹ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日やっと眠れてそれで快適に仕事行って

１６時にあがらせてもらって病院直行して

薬もらってきた。

しかも眠れない時用に追加のお薬ももらって

きたからこれで一安心。

病院はお盆ってこともあってすっごいすいてた。

いつもの半分ぐらいしかいなかったもん。

あ。つーかつーかびっくりして

即効空（＠章大）に写ﾒったんだけど

ﾒﾛﾒﾛのたっくん。が白くなってる!!!!!!
しかも羽のとこが赤いの。

何何???おしゃれさんじゃないのー。（笑
ﾓﾌﾓﾌの時はﾁｮﾛ毛が生えたりしていたたっくん。が

ようやく可愛く変身しました。

まぁ、とにかく見てやっておくんなまし。

たっくん。かわえぇー[:ハート大小:]

つーか昨日、女の子の日になって

今日、もっそいお腹痛くて。

はぁーん。忠義にお腹ﾅﾃﾞﾅﾃﾞしてもらいたいよー。

なんか勢いで子供出来ちゃいそうだけど。（笑

どんな勢いだ。

あ。つーか昨日のｽｶ☆J面白かった。
まず朋ちゃんの写真集をｶﾞﾝ見してる忠義にヨコが

「エロ本見てるみたいやな。」発言。（笑

そんなｴﾛｲ顔してましたか大倉忠義さん!!!!!（笑
あとﾛﾃﾞｵﾏｼｰﾝに乗る女子２人の光景に大喜びする男子７名。（笑

何を想像してるんですか???（笑



おめぐ、恥ずかしさのあまりに涙ぐむ。（笑

それに大喜びの男子７名。

ｱﾌｫだ。

あと街ジャニのｺｰﾅｰ。

忠義とやっすんと丸がﾍﾅﾁｮｺすぎてｳｹる。

特に章大。

ｷﾞﾌﾞの時は池田屋と叫べと言われ、

即効「池田屋!!!!!」。
忠義、腕を折られそうになりﾋﾞﾋﾞﾙ。（笑

あと最後盗撮されそうになってる女子を助けるの設定のやつね。

忠義が一言。

「何ﾏｯｻｰｼﾞしてるみたいになってるん???」（爆笑
ﾅｲｽ突っ込み。

ﾏｼﾞ面白かった。

本気でｱﾌｫだこいつらって思った。

そんなこいつらが大好きです。（笑

最高です!!!!!

あ。でさ、TV　LIFEとかTV雑誌を３冊買ったのね。
ヒナちゃんの髪の毛がなびいてるぅー。（笑

風になびいてるぅー。（笑

つーかまた一段ともっさくなってるんですけど。

あの方はもっさいのが大好きなんですか???
別にいいんですけど。（笑

最近もっさいのも見慣れてきたよ。

あたしは。

生でｶﾞﾝ見してやるから!!!!!
待ってろよー。村上信五!!!!!!
なんかｻﾏｽﾍﾟの写真とか見て萌え萌えしてるんですけど。

ﾏｼﾞまた絶対大倉忠義のこと好きになって

帰ってくるの見え見えなんだもん。（笑

写真だけでﾔﾊﾞｽ!!!!!
楽しみだよー。

あと１０日???
１年ぶりの松竹座です。



ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽは明日やりまーす。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.08.17 Thu 魂ﾘﾇ。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ｻﾏｽﾍﾟも終わってないのに

勝手にﾘﾇってもうた。（笑

しかも相変わらずｾﾝｽの無さに泣けてくるね。

いや、この先誕生日ﾘﾇとかもあるから

このﾘﾇは短いと思うよ。

なんか作り始めた時はﾉﾘﾉﾘだったんだけど

最後飽きてたもん。

ぐわー。
誕生日ﾘﾇってもうすぐじゃん!!!!!
はぁー。気が遠くなってきた。

無理かも。（苦笑

挫折宣言。

はぁ。しかもみなさんお気づきですか???（気づかねーって
まひるさん、また寝ていません。

ﾎﾝﾄは昨日１２時頃に寝て今日朝１０時に起きて

ﾊﾟｿやろうと思ったのに結局寝ないでﾊﾟｿやってもうた。

ﾊﾞｶﾁﾝがー!!!!!
朝ごはん食べたらｶﾞﾝ寝してやる。

なにやらお腹の空いた模様。

眠気より食い気なんですけども。

なんか今年のｻﾏｽﾍﾟの楽屋では大倉忠義ｾﾚｸﾄのﾐｭｰｼﾞｯｸは

流れてないんでしょうか???
なんか３馬鹿の楽屋ではすばるｾﾚｸﾄの音楽かかってるんでしょ???
しかも選曲がすっごいいいとか。

いいなぁー。まひるも楽屋訪問とかしたいよ。

今年の大倉忠義はひたすらｶﾞﾝ寝してるようですが。



忠義さん、宵っ張りの朝寝坊さんですからね。（笑

それにさすがに１日３公演って疲れるよね。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにお疲れ様です。

残りあと少し頑張ってください。

誰一人怪我無く病気なく無事に千秋楽を迎えられることを

お祈り申し上げます。

まひるも２６日にお邪魔させてもらいます。

つーかひたすらｶﾞﾝ見ですよ!!!!!
関ｼﾞｬﾆ∞のすべてをｶﾞﾝ見です!!!!!!
ﾚﾎﾟとか書くのは苦手なので

ちょいちょい面白かった部分、感動した部分、

良かった部分などを中心に感想など書かせていただきますので

楽しみにしててください。

まひるなりの解釈になってしまうんですけど

それでも良いと言う方はぜひ２７日にｱｯﾌﾟするので

見てくださいね。

大倉忠義贔屓目かもしれませんが。（苦笑

でも出来るだけ全員の良い部分は発見出来たらいいなって

思ってます。

もちろんここはちょっとってゆーﾀﾞﾒ出しもするつもりです。

褒めてばかりじゃね。（笑

やっぱり改善部分もちゃんと言ってあげたりして

それで次のお仕事につなげていただけたらなと。

ｷﾞﾌﾞｱﾝﾄﾞﾃｲｸ精神ですよ。（笑

今知ったんですがｻﾏｽﾍﾟのｸﾞｯｽﾞ、Webでも販売すること
決まったね。

これで一安心。

あとは写真を優先させて買えばﾊﾞｯﾁﾘだよー。

他のｸﾞｯｽﾞは後でもいいし。

渋With倉BANのｸﾞｯｽﾞもあるだろうから
なるべくお金を温存させておきたいからねー。

なんかちょっとほっとした。

最近なかなかWeb使えるじゃん。（笑
上から目線。（笑

でもﾎﾝﾄｸﾞｯｽﾞ地獄とゆーか写真地獄とゆーか。（笑



ﾌｨﾙﾌｪｽの写真も友達に頼んであって

それもお金払わないとならないし、

写真地獄だ。
ｼｮｯﾌﾟの写真も欲しいしさー。

もう忠義の写真だけでｱﾙﾊﾞﾑ３冊になるんですけど。

しかも最初の頃なんて買い始めると絶対

全部買わないといられなくなるからって

ｼｮｯﾌﾟには近づかなかったのよ。

だからﾎﾝﾄここ１〜２年の写真だけなのにｱﾙﾊﾞﾑ３冊って···｡

いやね、時々眺めてはよし、今日も左寄り。OK。って
確認するんだから。大切な儀式よ。

でも空（＠章大）曰く右利きの人は左寄りなんだってね。

しまいやすいからか???左の方が動きやすいからか???
体のﾊﾞﾗﾝｽがとりやすいからか???
そんな質問弟にもできねーよ。

ｼｰﾓﾈｰﾀｰだけど案外ｼｬｲな渋谷すばるさんのような

まひるでした。

じゃ、また夜に書きます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽは夜出来たらやりまーす。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.08.18 Fri 桐山照史ﾌﾟｯｼｭ。

おはようごじゃりますだ。

大倉担まひるですけどもー。

なぜにこんな時間に起きてるんでしょう。（笑

寝てないんじゃなくて昨日１０時ぐらいに寝てしまって

それで今ぐらいの時間に目が覚めてしまったので

朝から書き書き。

ｺﾒﾚｽ、全部は出来ないかもだけど

半分ぐらいはやろうかなと思って。

昨日の∞ﾚﾝｼﾞｬｰ見た。
もう忠義、可愛い[:ハート大小:]
ｼﾞｭﾆｱ１人１人にｺﾒﾝﾄしてるのはすごく微笑ましく

あぁ、そうなんだなぁーって新たな発見があって

ちょっと感動した。

すごくエイトメンは後輩可愛がってるよね。

コンとかの時にもﾊﾞｯｸ紹介する時に応援ﾖﾛｼｸお願いしますって

言うしね。

また関西からﾃﾞﾋﾞｭｰ組が出たら嬉しいなって思うしね。

やっぱり有力なのはＢ．Ａ．Ｄかなぁ。

でもそしたらエイトのﾗｲﾊﾞﾙになるんだね。

それも複雑な心境。

まぁ、負けない自信はたっぷりありますけどね。

やっぱりヨコやヒナみたいにしゃべれる人がいないとﾀﾞﾒですよね。

そして丸ちゃんやすばるのような存在。

亮ちゃん、ﾋﾟﾛｷのような男前。

やっすんと忠義の凸凹ｺﾝﾋﾞ。

そのﾒﾝﾊﾞｰが揃って今の人気があるんだなぁって思う。

５年前のｱﾅｻﾞｰからたった５年で状況を覆す程のﾊﾟﾜｰ。

すごいなって思う。

５年前のｱﾅｻﾞｰの時は全然お客さんが入らなくて

東京から助っ人ｼﾞｭﾆｱを呼んでたもんね。

それから５年。



今じゃﾁｹｯﾄを取るのがもっそい困難なとこまで来ています。

その前からｸﾘﾊﾟもやってたけどﾁｹｯﾄ全然取りやすかったし。

５年で人気盛り返すって半端なことじゃないと思うんだよね。

今の８人でよかったなってﾎﾝﾄに思う。

さてさて。∞ﾚﾝｼﾞｬｰを読み、渋谷すばるはﾊﾟｿで自分の名前で
検索などを試みて楽しんでるようですが

大倉忠義さんはどうなんでしょう。

やっぱり誰でも１度は自分の名前で検索とかして見るもの???
だったら嬉しいな。

もしかしたらここも見てくれてるかもしれないし。(笑
まぁ、忠義さんに見てもらえるような

忠義さんが見ても面白いって思えるようなﾌﾞﾛｸﾞ作りが

出来てたらいいなって思います。

でも忠義に見てもらえること前提で書いてるわけではないので

自己満で書いてるので面白いかどぅかは不明。（笑

自分以外の人に読んでもらって少しでも面白いなって

思ってもらえてまひるに興味持ってもらえたら

嬉しいなって思いますね。

それがまひるの目標かな。

あ。そういや、ｻﾏｽﾍﾟのﾏﾅｰ結構守れてきているみたいで

良かったなぁと。

このまま千秋楽が迎えられて

ｸﾘﾊﾟ、来年のｻﾏｽﾍﾟに繋げられたらいいなって。

じゃ、眠くなってきたのでほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽ半分だけやります。

ぽくたさん（＠忠義）

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


あすぴぃさん

ナナ美さん（＠亮・忠義）

りりかさん（＠忠義）

ななさん（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

今日はここまで。

まだの人はお待ちいただけると幸いです。 ぽくたさん（＠忠義）
相ﾘﾝありがとうございます。

基本的にｼﾞｬﾆ画像載せてないﾌﾞﾛｸﾞとはﾘﾝｸ貼らせていただいてます。

またｺﾒいつでもしてくださいねー。

お待ちしてます。

あすぴぃさん

やっぱりｼﾞｬﾆの舞台って最近若い方、年配の方など

いろんな年齢層に方にｳｹてるじゃないですか???
舞台慣れしてないような。

それが問題だと思うんですよね。

常識で考えたことが出来ないっておかしいですよね。

昨日の∞ﾚﾝｼﾞｬｰでたちょも言ってましたけど
だいぶﾏﾅｰ守れてきているみたいですね。

ちょっと嬉しくなりました。

ｱｲﾒｯｾは駅からすっごいたくさんﾊﾞｽ出ますよ。

だからかえって文化ﾎｰﾙより往復しやすいかもしれません。

文化ﾎｰﾙはﾌｫｰﾗﾑみたいな感じでやるんじゃないですかねぇ。

花道も作れませんし。

ナナ美さん（＠亮・忠義）

岩盤浴に行きたいですぅー。

怖い映画のＣＭとかやってるだけでﾑﾘですもん。

最後ぐらいに怖い顔した女の人の顔がｱｯﾌﾟになって

出てきたりするじゃないですか???
それ見ただけで夜も眠れるのか不安になります。（笑

まひるも実は声が低いんですよ。(笑



だから松本まりかちゃんみたいな声に憧れます。

顔ももっそい可愛いし。

第一希望仙台にしたんですかぁ???
それは残念ですね。（涙

でもまた会えるﾁｬﾝｽはいくらでもあると思うんで

またその時にでも。

ケー番とﾒｱﾄﾞはﾒｰﾙでお知らせください。

まひるもお教えしますので。

りりかさん（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ、油断してるとすぐ溜まっちゃうから

今度からなるべく早めにやろうと思って。

なかなか２〜３日ですごい溜まってしまうので

すぐに全部は出来ないかもだけど

でも頑張ろうかなって。

せっかく読んで感想などくれてるのに

ちゃんとｺﾒﾚｽしないのは失礼かなと。

なんか眠れたり眠れなかったりですね。

昨日はさすがに眠れたけど

でもこんな時間から起きてるし。（笑

なんかﾏﾅｰ悪いと腹立たしいし、悲しいし。

まひるも今までは我慢してたけどなるべく注意するように

しようかなって思ってる。

ＹＵＫＩさんとは１度だけお酒ご一緒したことありますよ。

思った通りの可愛らしい方ですね。

ななさん（＠忠義）

ﾎﾝﾄｻﾏｽﾍﾟの後で給料日前に渋with倉ＢＡＮﾗｲﾌﾞとか
やられると嬉しいんですけど

金銭面で切なくなります。

でも楽しんできますねー。

まひるも最初は何もわからなくていつも友達頼ってばっかでしたね。

今もそうなんですけど。(苦笑
まひるも最初は元々あるﾃﾝﾌﾟﾚ使ってた人なので

最初はそんなもんだと思いますよ。



ｻﾏｽﾍﾟのﾏﾅｰ少しよくなったみたいで良かったですよね。

ゆか（＠忠義）

でもとりあえずＷｅｂで他のｸﾞｯｽﾞ買えることになったから

写真だけ買えばいいだけだからちょっと安心した。

でも写真売り切れてなかったらいいなぁ。

大倉・大倉担叩きって悲しいよね。

今はそれが少しでも減ってくれたらいいなって思います。

たちょ、頑張れ。



2006.08.21 Mon 亀梨和也のひたむきさ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

おひさしー。

相変わらずお仕事の忙しいまひるです。

ﾊﾞｲﾄくんにどれだけ教えることがあるんだって感じ。

新人が新人教育ですよ。（笑

自分の仕事もこなしながらだからもっそい大変。

時々ﾃﾝﾊﾟるし。（笑

つーかつーか石田勇也、久々にﾏｼﾞ見してみた。（笑

しかもﾁｭｰしてﾏｼﾞﾓｰﾄﾞに入ってた。（ﾋﾞｸｰﾘ

今までここ何週もの展開見てなかったから

久々に見てうわーって思って

なんかこんな淡いｷｭﾝとくる気持ちっていいなぁって思った。

苦しくてさ。甘酸っぱい感じ。

いいよね。

なんかそうゆうのって亀ちゃん見てるだけで

通じるものあるんだよね。

なんでだろ???
全然ﾄﾞﾗﾏちゃんと見てないのに

亀ちゃんの石田勇也のﾋﾟｭｱな感じすっごいわかるの。

一生懸命さが通じるって言うのかな。

ごくせんの時とかもそうだったし、

すごく一生懸命なのが伝わるんだよね。

ｺﾝとかでも舞台とかでもすごく一生懸命で

それが伝わってくるから役に入り込めるとこある。

そうゆう部分はすごく尊敬できる。

亀ちゃんのそうゆう部分すごく好きだし。

昨日、行列のできるなんちゃらかんちゃら見たー。

（相変わらずﾀｲﾄﾙ覚えられないらしい



なんか田口ずんのすけ萌え。

ﾏｼﾞ可愛い。

ﾃﾗｶﾜﾕｽ。

つーか今日、ｽﾏｽﾏ見てたら試食の前にやったCMが
全部KAT-TUNのCMだったんですけどー!!!!!
あ。ちっくしょー!!!!!
録画すればよかった。

来週録画しよ。

さすがﾛｰﾄ製薬提供。

あ。今日KAT-TUNの話しかしてないね。（笑
やっぱすごく認める存在なわけですよ。

人気あるのも無理ないなってすごく思う。

１人１人がすごく魅力的なんですよね。

エイトはエイトの魅力で。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明日か明後日ぐらいには。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.08.22 Tue ﾌｫｰﾗﾑ。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

渋With倉BANのﾁｹｯﾄ届いたー。
しかもﾌｫｰﾗﾑで始めて納得いく席で見るんですけど。

ちなみに１階８列目です。

とりあえず一桁台ってことが今までなくて

いつも３０列より後ろで。

だからもっそい嬉しいよー。

まぁ、問題はﾌｫｰﾗﾑの８列がどのぐらい見えるかって

ことなんですけど

でもｻﾏｽﾍﾟも８列だし、エイトで８列ってなんかお得な感じ。

ここで運を使い果たしてﾂｱｰがどうなるのか

もっそい不安なんですけど。

まひるの大倉名義ちゃんｶﾞﾝﾊﾞってちょんまげ。

でももう実際は決まっちゃってるんだよね。

あとは当落発表がいつあるかってゆう話なだけであって。

うーわっ。ﾄﾞｷﾄﾞｷ。

そ。そ。で渋With倉BAN、うちわを持っていかないでいようと
思ってるんだけど

それでも大倉担だとｱﾋﾟる方法がないのかと

ｽﾞだから考えちゃうんだよねー。
まぁ、いいや、すばると忠義のﾌｧﾝであってﾗｲﾌﾞだから。

ｱﾋﾟらなくても気持ちは通じると思う。思う???（笑
すばる、忠義、まひるの気持ち受け取ってください。

ﾍﾟﾝﾗｲﾄもどうしようかと思ってて

でも何も持ってないと手持ち無沙汰だよね。

うーん。悩む。

うちわ持ってくだけ持ってって使うか使わないかは

雰囲気にあわせてって感じにしようかなぁ。

↑結局ｱﾋﾟりたい人。

だってﾌｫｰﾗﾑで一桁台って滅多にないもん。

舞い上がり中。

なんか８続きで今年は調子いいなぁ。



よっしゃやる気十分。

ちなみに今ﾌｫｰﾗﾑの座席表見てきたんだけど

もうﾜｸﾜｸ。（笑

前４列がつぶれたらもっと幸せなのにと思ってみる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞのﾊﾞﾝﾄﾞ系のﾗｲﾌﾞってTOKIOしか行ったことないから
どんな風になるのかすっごいﾄﾞﾁﾄﾞﾁ。

しかも渋谷すばるwith大倉BANDってゆうｲﾚｷﾞｭﾗｰの話ですからね。
全く予想もつきません。

とにかく楽しむことだけ考えて。

なんかｻﾏｽﾍﾟももっそい楽しみなんだけど

でもそれより今はﾗｲﾌﾞの方が気になっちゃって。

あ。でも２５日の夜には大阪に向けて出発なんですけども。

あと３日。

全く支度もしていません。（涙

木曜日に全部支度しようと思ってるんだけど。

うーわっ。ﾄﾞﾁﾄﾞﾁで眠れるのかなぁ。

今日とかﾁｹが配送されるからってﾄﾞﾁﾄﾞﾁで

あんまり眠れなかったもん。

絶対後悔しないように全力で応援してくる。

ｻﾏｽﾍﾟも渋With倉BANも。
気合十分。

８月最後の思い出がこれって嬉しいなぁ。

仕事頑張って頑張って夏休みにエイトに会えるって

幸せなことだなぁと思う。

９月ではDVDでエイトに会えて１０月にはﾂｱｰで
地元で会える。（といいなぁ）

最高に幸せだなぁって思うよ。

あと４日でエイトに会える。

とりあえず気分はお休みﾓｰﾄﾞです。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅ。



2006.08.23 Wed 自分のﾍﾟｰｽで。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、結局ｽｶ☆Jも見ずに寝てしまいました。
眠かったんだって。

とか言って始まる１０分ぐらい前まで起きてたんだけどね。

ﾍﾞｯﾄﾞの中で携帯ｲｼﾞｲｼﾞしてた。

後１０分って言うのが耐えられなかったんだって。

しーかーもー。
明日から夏休み。ｳﾌ。（ｷﾓｽ

あ。でも明日は病院行ってｻﾏｽﾍﾟの支度してって

感じで終わってしまうよ。

まだananも買ってないし。
明日病院の帰りに買おうと思ってるんだけどね。

一応お取り置きはお願いしてあるので安心。

結局夏休みはエイトDAYってことであまりゆっくりって
感じではないらしい。

あ。でも合間があるからその間はちょっとゆっくり

出来るのかな???
今回ｻﾏｽﾍﾟが日帰り（とゆーか車中２泊）なので

すっごい疲れると思うんだよね。

ﾎﾝﾄ案外神経質なので夜行ﾊﾞｽの中で眠れないんだよね。

帰りはたぶん眠れると思うけど

行きは絶対眠れないからついたらｽｰﾊﾟｰ銭湯で

仮眠を取ることにしてて。

４時間ぐらいは眠れそう。

いつだっけ???
梅芸のﾄﾞﾘﾎﾞの時もやっぱ日帰りだったんだけど

ﾎﾝﾄ死んだね。

しかも今は夏場だから体力奪われるじゃん???
そこだけ憂鬱。（笑

倒れないことを祈って。（笑



つーか最近天気予報で午後は雨ってなってるんだけど

実際雨降るの夜だったりして

嬉しいやら悲しいやら。

昨日もそんな感じで昼間ﾂﾀﾔと病院に行こうと思ったんだけど

午後は雨ってあったから諦めてｺﾞﾛｺﾞﾛしてたら

結局雨降ってきたの１８時過ぎだったし。

明日もなんか微妙な天気だしなぁ。

なんか病院も近ければいいけどﾊﾞｲｸで３０分ぐらいかかるとこだから

なかなか簡単には行けないんだよね。（涙

しかもﾊﾞｲｸめちゃめちゃ飛ばして３０分だからね。（笑

絶対猫とか飛び出してきたら確実に死ぬｽﾋﾟｰﾄﾞ。（滝汗

でもね、ﾍﾞｽﾊﾟと普通の原付って体感ｽﾋﾟｰﾄﾞが全然違うの。

ﾍﾞｽﾊﾟで５０ｷﾛ以上出るともっそい怖いけど

原付だと６０ｷﾛ出てても平気だもん。（笑

何???この違いは???
誰かﾍﾞｽﾊﾟ乗ってる人いたら教えておくんなまし。

そ。そ。

何もさぁ、まひるの大阪行く日に「ﾀｯﾁ」の映画を

放送しなくてもいいじゃんかー!!!!!
「ﾀｯﾁ」が見たいんだって!!!!!
映画観に行こうと思ってたんだけど

結局行けなくてだからTVで放送するって知って喜んだのも
つかの間。

２５日!!!!!（ﾁｰﾝ
録画してくってばよ。

ﾀｯﾁが見たいもん。

斉藤兄弟のﾀｯﾁが見たいもん。

あ。なんか久々に斉藤兄弟の話するなぁ。

ちなみにまひるは慶太が大好きです。

最初は断然祥太だったんだけど途中から慶太にﾉｯｸｱｳﾄされた。

ちなみに２人が高校卒業する時に

販売した「卒業」ってDVD持ってるもん。（笑
しかも２人分。

ﾁｮｰｶｯｹｰの!!!!!!
ﾎﾝﾄ１日に４〜５回見てたね。（ｱﾌｫだ



でもいまだにﾁｬﾝｽがなくて２人の握手会行ったことないんだよね。

１度は行きたいのになぁ。

なんかいつもｼﾞｬﾆ関連と重なって行けないんだよね。

この間、TVで田口淳之介さんが年上が好きですね。って

言っててｷﾗｰﾝってなってもうた。（笑
ずんのすけは年上が好きなのか!!!!!
なんかそんな気がする。

わかる気がする。（笑

大倉忠義さんはどっち???
なんか年上だったら嬉しいなぁ。

年上って言ってもたいして変わらないんですけどね。（←２ｺ上

なんかそう思ったらどっちでもよくなってきた。（笑

問題は年じゃなくてﾌｨｰﾘﾝｸﾞですよ。

と勝手に決め付ける。

年下でも大人っぽくて可愛い子はたくさんいるし、

年上でもｱﾌｫはｱﾌｫだし。（←あたしだ。

なのでﾌｨｰﾘﾝｸﾞってことで。（笑

えぇ???
あたしは忠義とﾌｨｰﾘﾝｸﾞはあうのか???
こんなｱﾌｫ女はお嫌いですか???

好きと言ってくれー!!!!!!
ま、その前にﾋﾞｽﾞが問題なんですけど!!!!!
完璧的外れってゆーか。（ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ

しかも化粧映えのしないお顔。（最悪だ。

大倉忠義さん、それでも許しておくんなまし。

こんなﾌｧﾝだけど認めてやって。（はぅーん

あぁ。
ﾔﾊﾞｽ!!!!!
なんかもうすぐ忠義に会えると思ったらﾒｰﾀｰ振り切ってきた。（笑

考えたら６月のFTONｺﾝ以来だよね???
約３ヶ月かぁー。



自分的には頑張った方かな。（笑

最近わりと会えてたから３ヶ月って結構長い気がする。

でも考えたらもっともっと会えない人とか

たくさんいるわけだし、贅沢なこと言っちゃいけないなって

思うよ。

それにもっともっと会えてる人もいるわけだし、

人は人。自分は自分だよね。

自分のﾍﾟｰｽで応援出来たらそれでいいと思うよ。

人のﾍﾟｰｽに惑わされるとﾂﾗｲから。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

いつもたくさんのｺﾒﾝﾄありがとうございます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.08.24 Thu あなたの笑顔。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、全然眠れなかった。（涙

それで朝から病院行ってきたんだけど

もう信号が見えないぐらい眠くて。（笑

帰ってきて速攻お昼寝した。

なんか最近昼夜逆転してるみたいで。

昼間すっごい眠くて夜眠くないの。

それで追加のお薬もらったんだけど効果があるのかないのか。

これたぶんお昼寝しないで我慢すれば眠れるのかな???
大阪行って余計にひどくならないか心配。

つーかanan買った!!!!!!
すごくないすごくない???
あのﾒﾝﾂで載ってることが。

しかもまひるにゃ３人の中で１番可愛く見えたよ。

髪の色少し変えたのかなぁ???
ﾗｲﾄの加減かいつもより金ﾊﾟに近い感じ。

なんか忠義もこうしてｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟされちゃうんだなぁって

思うとﾎﾝﾄ嬉しいよね。

しかもananって少しお姉さんの方が見るじゃないですか???
そうゆう方達にも忠義の存在を知ってもらえるって

やっぱ嬉しいなって。

なんかﾎﾝﾄ忠義ってすごいなぁ。

確実に伸びてるもん。

お仕事頑張ったら頑張っただけちゃんと伸びてるもん。

今がﾎﾝﾄﾉﾘにﾉｯてる時なんだろうね。

このままずっと上目指して頑張って欲しい。

下降しないように。

でももうちょっと自然体であってもいいんじゃないかなぁって

思う。

ｻｰﾋﾞｽ精神が旺盛なのもわかるけど



あまりﾑﾘすると行き詰るし、

飽きられてしまうから。

それにかっこつけしいだと思われるのもｲﾔだし。

だから大倉忠義の持ってる自然体のもので十分だと思う。

無理せず自分流で。

きっと不器用だからいろいろ模索してるんじゃないかなぁ。

でもそれは今は良い方向に向かってるし、

まひるは今も昔も大倉忠義という人が好きだし、

痛い大倉担だと言われようと気持ちに変わりはない。

忠義はすごく優しい人だと思うんだ。

仲間思いだし、家族思いだし、後輩も大切にしてるし、

ﾌｧﾝも大切にしてる。

まひるはすごいって思うよ。

ﾎﾝﾄに。

そうゆう部分とか見習わないとならないなって思うし。

でも忠義の優しいは誰にでも優しいとは違うと思うんだよね。

ﾎﾝﾄに大切な人にだけ優しいんだと思うんだよね。

そんな大倉忠義が好きなんです。

不器用で女の子大好きで甘えん坊で優しくて頑張りやさんででもどSで
笑顔が可愛いそんな大倉忠義さんが大好きです。

今がﾎﾝﾄ充実してるんじゃないかなぁ。

やりたいことがどんどん現実になってて。

まひるはそんな忠義の笑顔をちゃんと見れてるのだろうか。

前みたく大口開けて笑わなくなったし、

そんな忠義が大好きだった。

でも今も忠義はちゃんと笑えてるよ。

口角ｷｭってあげて笑う顔は昔と全然変わってないし、

大好きな表情。

すごく見てて安らぐ。

あぁ。こうゆう忠義の表情ひとつひとつに癒されてるんだなぁって

思う。

大好き。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

いつもたくさんのｺﾒﾝﾄありがとうございます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.08.25 Fri 渋谷すばる＆大倉忠義。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

関ｼﾞｬﾆ∞
関西ﾃﾞﾋﾞｭｰ２周年おめでとう!!!!!

努力の報われた日。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにおめでとう!!!!!
これから１０周年、２０周年と応援が出来たらいいなって

思ってます。

これからもｼﾞｬﾆｰｽﾞの異端児でいてください。（笑

そんな関ｼﾞｬﾆ∞が大好きです。

つーか結局今日も一睡もしてないんですけどぉー。

まぁ、昨日は昼間に３時間程お昼寝したからいいとしよう。

今日、これから眠くなったらお昼寝するべきなのか???
それとも我慢して夜行ﾊﾞｽに乗るのか???
もっそい悩む決断だ。

昨日寝てなかったからって今日夜行ﾊﾞｽの中で

眠れるとは限らないじゃないですか???
そしたら見事２日貫徹になるわけですよ。

しかも３日で睡眠時間３時間とか。

有り得ねー!!!!!!
そんなんで大阪の暑さに耐えられるのか???
いや、絶対ﾑﾘだね。

ここは眠くなったらお昼寝ｺｰｽだね。

それで夜行ﾊﾞｽの中で眠れなくても２日貫徹にはならないわけだし。

むしろ寝ていこうよ、まひるさんって感じだね。

あ。全然気がつかなかったんだけど



先週の∞ﾚﾝｼﾞｬｰですばるがﾈｯﾄで自分の名前検索してるってことが
わかってそれで巷の渋谷すばるﾌｧﾝはびっくりして

めっちゃ検索ﾜｰﾄﾞに引っかかるように

ﾌﾞﾛｸﾞを書いていたんだね。(笑
それ昨日の∞ﾚﾝｼﾞｬｰでますますその話題に触れ
ﾌﾞﾛｸﾞを読んでることをｱﾋﾟる渋谷すばる。(笑
まひるはﾌﾞﾛｸﾞでそんなにすばるのことを書いてはいないんだけど

（前は勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽとかやってたけど）
でもすばるにも読んでもらえたら嬉しいなぁって思う。

贅沢言えばエイトのみんなに読んでもらえたらいいなぁって

気持ちはある。

それで少しでもエイトのみんなに気持ちが通じて

恩返しってゆーかが出来たらいいなって。

たいしたこと書いてるわけじゃないけど

１ﾐｸﾛﾝでもエイトメンの力になれたらいいなって。

別に自分の存在を知ってもらいたいとか

そうゆうんじゃないけどこうゆうこと思ってるﾌｧﾝも

いるんだなってことを知ってもらいたい。

それが力になれると限ったことじゃないんだけどね。(苦笑
そんなわけで大倉忠義さんに読んでもらっても

面白いと思えるﾌﾞﾛｸﾞ書きを目標に頑張りたいと思います。

そんなわけで忠義さん、ちゃんとここ見つけてねーん[:ハート大小:]
なんか前より書こうって思える張り合いみたいなのは

出来たよね。

今までが怠慢してたわけじゃないけど

でも今よりも前よりもずっとずっと面白いものを

書くぞぉーっていう前向きな気持ちが出てきた。

すばる、ありがとう。

すばるはすごく純粋なんだなぁって改めて思った。

純粋に自分のこと書いてくれるﾌｧﾝに感謝の気持ちを

形にしたんだと思う。

そんな渋谷すばるがすごく可愛いなって思えるし、

まひるは好きです。

すばるの前では絶対ｳｿなんてつけないなって。

歌が大好きで音楽が大好きで

昔みたいに辺に突っ張って意固地になってた部分とか

すべてなくなって今はﾎﾝﾄすっごいﾋﾟｭｱな部分だけが残ったよね。



ｶﾞﾗｽ細工のようなすばる。

誰よりも傷ついて傷ついてそれでもやっぱり渋谷すばるは純粋無垢の

渋谷すばるなんだって思う。

これ以上傷ついて欲しくない。

だからエイトのみんなで守ってあげて欲しいと思う。

８人で１つのエイトだから。

そして渋谷すばるのﾌｧﾝの方、eighterの方、
これからもエイトを支えていきましょう。

あ。すばるの話で長くなりましたね。

たまにはこんな日もいいんじゃないかと。(笑
昨日の∞ﾚﾝｼﾞｬｰの忠義の部分何回も読み直して
泣きました。

なんで忠義がこんなﾂﾗｲ思いをしてるのにあたしは

何も出来ないんだろうって。

昨日忠義の優しさについて書いたけど

忠義だっていくら迷惑だからって自分のﾌｧﾝを（ﾌｧﾝとは言えないけど

警察に差し出すまねなんてしたくないだろう。

その優しさにつけこんでいいのか???
違うと思う。

忠義も書いてたけど書いたことで相手にしたわけじゃないから。

どうせ良かったよね???ｵｲｼｲよね???ぐらいにしか
思ってないだろう。

そんなの間違ってると思う。

そんな自己中心的な思いなんて忠義のこと好きって言う

資格なんてないと思う。

いや、まひるにだってそんな資格ないかもしれないけど

でもﾏﾅｰ破って好き勝手やってる人達よりは

全然ﾏｼな応援してきているつもりだよ。

これ以上忠義をｶﾞｯｶﾘさせないで欲しい。

悲しませないで欲しい。

お願いします。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにお願いします。

好きな人の近くに１秒でもいたい。

好きな人の目に少しでも映りたい。

その気持ち痛い程わかるから。



まひるだって同じ気持ちでいるよ。

だけど人の道は外れちゃいけない。

少しでもそれに気づいてくれる人がやめてくれたらいいなぁと思う。

お願いです。

事務所側もせめて舞台とﾂｱｰの間だけは対処お願いしたいと

思います。

これ以上エイトメンが傷つくのみたくないから。

今は明日のｻﾏｽﾍﾟのことで頭いっぱい。

８月３日から始まって約３週間。

待ったよ。ﾎﾝﾄに待った。

それも明後日で終わり。

待った分だけたくさんのエイトの姿を目に焼き付けて

きたいと思ってます。

個人的に楽しみなのはヒナちゃんとすばると忠義の役かな。

ヒナちゃんの二重人格すごく迫真に迫った演技らしいし。

すばるの淋太郎はすばるらしいなってなんとなく思ったんだよね。

まだ見たわけでもないんだけど。

あと弟を亡くした忠義の喪失感みたいな演技も

ちょっと楽しみだなって思ってて。

まだ全然予習とかしてないからどんな舞台なのか

想像もつかないんだけど

でも評判いいよね。

何も予習してかない方が変な先入観がなくていいかもとか

勝手に思ってるんですけど。（笑

とにかく今は頭の中ｻﾏｽﾍﾟのことでいっぱいです。

２部に入るものだと思ってたから終わってから

りりかさん（＠忠義）と舞台の話たくさん出来るかなと

思って楽しみにしてたんだけど

３部だったので終わったら即効お帰りｺｰｽですよ。(涙
だから始まる前に一緒にご飯食べる約束になってて。

緊張しないでちゃんとしゃべれるか心配。(笑
ﾎﾝﾄ、まひるって横山裕ﾊﾞﾘに渋谷すばるﾊﾞﾘに錦戸亮ﾊﾞﾘに

人見知りなんです。

意外や意外。

まだ書きたいことたくさんあるんだけど



ｻﾏｽﾍﾟ行く前にｺﾒﾚｽ済ませてしまいたいので

今日はこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

あとWebﾊﾟﾁの方もﾖﾛｼｸお願いしますねーん。
ｺﾒﾚｽ必要なやつにはちゃんとｺﾒﾚｽするんで。

ｺﾒﾚｽ

チュンチュンさん（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

ななさん（＠忠義）

ナナ美さん（＠亮・忠義）

ぽくたさん（＠忠義）

ちはなさん（＠亮）

あやさん（＠忠義）

まゆ（＠仁）

りりかさん（＠忠義）

なっつんさん（＠忠義）

あき（＠忠義）

くーさん（＠忠義）

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）
みくさん（＠忠義）

彗夏

名無しさん チュンチュンさん（＠忠義）
こんにちﾜﾝﾂｰ。

暑いですねーぇ。

今日は涼しいうちにﾌﾞﾛｸﾞ書いてしまおうと

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


思って寝てもないのにﾌﾞﾛｸﾞ書いています。

あ。ﾒｰﾙありがとうございます。

夏休み中にお返事しますねー。

あぁー。夏場のﾋﾞｰﾙ。美味しそう。

でもまひる、炭酸が飲めないのでﾋﾞｰﾙが全く飲めないのです。

なので焼酎とお友達です。

最近は飲んでないですけどね。

チュンチュンさんに注意されてからは。（笑

そうですね。あたし達が出来ることってﾏﾅｰ守って

応援していくことだけですよね。

それでも忠義さんの支えになれたらいいなって思います。

それだけしか出来ない自分に歯がゆいんですけど。

ゆか（＠忠義）

あ。ううん。全然。

むしろｺﾒﾚｽが遅れてて申し訳ないぐらいだから。

ｷｬﾋﾞﾈ判の写真はね、まひるは滝沢演舞城のWebの通販であった
ﾌｫﾄｱﾙﾊﾞﾑに入れてるの。

それがｷｬﾋﾞﾈ判用のﾌｫﾄｱﾙﾊﾞﾑでね。

でも今回のｻﾏｽﾍﾟでたぶん写真入りきらなくなりそうだけど。(涙
「ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ」良かったよね。

ﾎﾝﾄに関西人ってのがわからないぐらい標準語になじんでたし。

ﾎﾝﾄ、忠義の頑張りを邪魔しないように

温かく見守っていきたいよね。

まひるもBAND大好きだからﾗｲﾌﾞで忠義が見れる、
すばちゃんの歌が聴けるってだけで大興奮だよ。

お互い楽しもうね。

あー。いよいよ明日ｻﾏｽﾍﾟです。

忠義ｿﾛむちゃくちゃ評判いいよね。

なんかやる日とやらない日があるって聞いたから

ちょっと不安なんだけど

絶対ｶﾞﾝ見してやるぐらいの気持ちで挑んできます。

ななさん（＠忠義）

あたしも全然お金貯まらないよー。



なんか出費ばっかりで貯金ｾﾞﾛだもん。（胸張って言うな

そだよー。

まひるも最初は元々あったﾃﾝﾌﾟﾚを使ってたよ。

半年ぐらい。

それから友達にいじってもらって少しづつ勉強していって

今やっと少しわかるようになったぐらい。

だからななさんも最初は全然それでいいと思うよ。

あ。相ﾘﾝ???
OKだよー。
後で貼っておくので。

で、後でななさんのﾌﾞﾛｸﾞにも報告に伺いまーす。

亀ちゃんってさ、すごく頑張ってるのが伝わるんだよね。

だから亀ちゃんのお芝居見てるとすごく胸ｷｭﾝする。

ヨコのﾀｲﾌﾟって伊東美咲さんなんだ???
初めて知った。(笑
うん。８列目。eighterにとっては嬉しい番号だよね。
そっか。ななさんはまひるが大阪に行く頃は大阪にいないんだ???
残念。

いつか機会があったらぜひお話しましょう。

すば倉BAND、ｸﾞｯｽﾞあるんですかねぇ。
全然そんな話も聞かないんですけど。

楽しみだけどお金がー。（涙

あ。最近夕立多いですよね。

大阪でも夕立にやられなきゃいいんですけど。

まひるも思ってることと気持ちがうまく言葉に出来ないこと

たくさんありますよー。

anan良かったよね???
なんかあのﾍﾟｰｼﾞに載れただけで満足です。

DVD楽しみですねー。
早くｶﾞﾝ見したいですよ。(笑

ナナ美さん（＠亮・忠義）

やっぱ苦労してきた８人なわけじゃん???
仕事のない時期とかもあったりして。

それでも辞めないで頑張ってきた。

その苦労が報われたわけだからやっぱ



特別にまひるも思いいれがあるわけですよ。

人気のなかった時期もあったけど頑張ってきて

今がある。

素晴らしいことだと思います。

岩盤浴ﾁｬﾚﾝｼﾞしてきたいと思いまーす。

最近すっごく疲れててでも眠れなくて体がｶﾞﾀｶﾞﾀなんで

少しはﾘﾌﾚｯｼｭできたらいいなって。

なんかもう最近では親指探しのCMでちょっとﾋﾞﾋﾞってますもん。
あ。あたしもさしすせそとらりるれろの発音がもっそい苦手です。

まりかちゃんみたいに見た目も声も可愛いって

羨ましいですよね。

ﾗｼﾞｬ。次、ｺﾝとか舞台で一緒だったらぜひ会いましょう。

ぽくたさん（＠忠義）

∞ﾚﾝｼﾞｬｰは携帯のｼﾞｬﾆｰｽﾞWebに載ってるエイトのｺｰﾅｰのこと
なんですよ。

ぽくたさんは携帯持ってますか???
もし持ってなかったらお母様にお願いしてｼﾞｬﾆｰｽﾞWebに
入ってもらってはいかがですか???
月３１５円かな???
そしたらお母様の携帯からｼﾞｬﾆWeb見れるし。

ちはなさん（＠亮）

って勝手な記憶でちはなさん、亮担にしてしまったんですが

違ってたら言ってください。

あ。ありがとうございますぅ。

たちょと言ってまひるの名前が浮かんでいただけると

嬉しいです。

うん。菊ちゃんとか安達くんの名前あった時は

やっぱり大倉忠義って男前だなって思いました。

男前最高〜!!!!!!（笑

あやさん（＠忠義）

そうですかぁ。ﾄﾞﾗﾑの練習できてないんですかぁ。



こればっかりは道具をそろえてみてもって言うより

やる気の問題なんですよね。

ちなみにｽﾈｱはめちゃめちゃ大きい音出ますけど

家で叩いて大丈夫なんですか???
たぶんｽﾈｱは自分で叩いてくうちに好みの音とか

出てきてｽﾈｱを買い換えるとかってことも出てくると

もったいないのでｽﾈｱﾊﾟｯﾄﾞだけで十分だと思いますよ。

ｽﾈｱﾊﾟｯﾄﾞなら大きい音も出ませんから。

で、叩けるようになってからｽﾈｱを買っても遅くないと思いますよ。

また詳しくはﾒｰﾙしますねー。

まゆ（＠仁）

だよねー。

夏ももう終わりだし、ってむちゃくそ暑いんですけど。

まひるは大胆はﾘﾇが出来ないので

なんか良いﾘﾇはないかなぁと毎日考えてるよー。(涙
あ。恋の方は順調なんだ???
良かったー。

なんか自分のことのようにﾄﾞｷﾄﾞｷしてた。

これからも話聞くし、たいしたｱﾄﾞﾊﾞｲｽも出来ないかもだけど

困った時はﾒｰﾙでもください。

りりかさん（＠忠義）

なんか今年の夏は８づいてます。(笑
良いことあるといいなぁ。

うん。少しでもエイトにすばると忠義に気持ちが届いたらいいなって

思います。

もう明日にはｻﾏｽﾍﾟだね。

まひるも舞い上がってる気持ちと昨日の忠義の言葉とで

頭の中ぐちゃぐちゃだよ。

笑顔の忠義がたくさん見れたらいいなって思います。

まひるも全然眠れなかった。

結局２日で３時間しか寝てないですもん。（涙

なんかﾎﾝﾄに苦しくてそれより誰より忠義が１番苦しいと

思います。



この問題って解決することってないんですかねぇ。

ぜひ事務所側からも対策をお願いしたいものです。

なっつんさん（＠忠義）

仙台公演全滅したんだ???
それはｼｮｯｸだよね。(涙
ﾁｹｯﾄ見つかっていけるといいね。

まひるも山梨公演がもうﾄﾞｷﾄﾞｷで。

席とか贅沢言わないからとりあえず当たって欲しい。

お互い頑張ろうね。

あき（＠忠義）

あきって大倉担のあきだよね???(笑
最近もう１人あきさんって人がいるので

何かわかりやすく区別できるように書いていただけると

嬉しいです。

ﾌｫｰﾗﾑ９列目だったんだ???
あきもﾐﾗｺｰじゃん。

また次会える機会があったらぜひに。

くーさん（＠忠義）

なかなか社会人になると予定あわせるの難しくなりますよね。

まひるは夏休み強行突破なんですけどね。

この週じゃなきゃ絶対ｲﾔ!!!!!って言ってやりました。
あ。富山当たったんですか???
おめでとうございます。

またこれでエイトﾊﾟﾜｰ、忠義ﾊﾟﾜｰ盛り上げていってくださいね。

報告楽しみにしています。

最近KAT-TUNにしろNEWSにしろエイトにしろ
ﾌｧﾝの低年齢化が進んでいるようです。

それで心ないﾌｧﾝの方の嫌がらせにあっているようです。

好きで一目見たい、話がしたい、ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄが知りたい。

そんな気持ちからﾔﾗｶｼは成立してると思ってます。

でも好きだったらまず嫌われないこと、自担の悲しむことは



しないこと。

そっちの方が大切なことなんじゃないかと思います。

自分の気持ちを押し付けるのは身勝手すぎると思います。

やっぱり笑顔でいて欲しいじゃないですか。

そっちの方が大切だとまひるは思います。

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）
ﾏｼﾞで???
なんかまひるって割とﾀｲﾑﾘｰな話してるよね。（笑

雑誌見てもいないくせに。

年上OKなんか!!!!!素直に嬉しい。
別にまひるのこと好きって言ってくれたわけでもないのに。（笑

でもまひるも書いたけど年下でも大人っぽいｺはたくさんいるから。

だからまるっきり年下がﾀﾞﾒなわけじゃなくて

時と場合によりだから△なんだよ。（笑

大阪どうだった???
またまひるが帰ってきたらその話で盛り上がろうねー。

そ。そ。寝ないのがﾑﾘなんじゃなくて

舞台中に寝そうになるのが困るんです。（笑

みくさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

以前から見てくださってたんですか???
嬉しいです。

いやいや、照れますなぁ。

同じ大倉担同士気持ちは一緒です。

まひるも一緒ですよ。

たちょの一言ですっごく考えすぎちゃって

勝手に落ち込んだり。

でもたちょが落ち込んでるなら自分が元気出さなきゃって

すごく思うんですよね。

そ、そんな大倉担の鏡と言われてしまうと

もっそい申し訳ない気持ちになるんですが

素直に喜んでおきます。（単純



これからもぜひぜひ仲良くしてくださいね。

彗夏

覚えてるよー!!!!!
もちろん。

忠義担でしたってことは今は違うの???
なんかﾌﾞﾛｸﾞ昨日見たんだけど

特に誰って書いてなかったから気になってたんだけど。

またいつでも遊びにきてねー。

これからも絡みが増えたらいいなぁって思います。

２７日には家に帰ってるんでまたｺﾒください。

名無しさん

わざわざ報告ありがとうございます。

すぐどこにあるかわかりました。(笑
なぜあそこに貼られてるのか疑問なんですけどねー。



2006.08.28 Mon 「Butterfly　I　Loved」

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、久々にちゃんと眠れたので

ついつい眠りすぎて体中が痛いです。

特に背中と腰。

やっぱ眠れるって幸せだなぁって思う。

エイトのみなさん、関ジャニのみなさん、

ｽﾀｯﾌのみなさん、ｻﾏｽﾍﾟお疲れ様でした。

途中ﾊﾌﾟﾆﾝｸﾞもあり大変だったと思いますが

無事に千秋楽が迎えられて良かったと思います。

もうすぐに次の仕事が待っていますが

新たなｽﾃｯﾌﾟに向けて頑張ってほしいと思います。

そう、それで「Another's ANOTHER」を２６日の３部に
観に行って来ました。

まずｼｮｰﾀｲﾑの方からﾒﾝﾊﾞｰの安田いじりは始まってて

好きやねんの時ﾏｲｸの高さがあわない章大に

忠義が直してやるかと思えばﾏｲｸをｸﾞｲﾝと上の方に向けて

ますます歌えない章大。（笑

そんなのはおかまいなしに歌う忠義。（爆笑

しまいにはお客さんにﾏｲｸを渡されてしまい、

章大はお客さんに歌ってってやってて

最後ﾏｲｸ返してってやってたけどお客さんにまで

いじられるやっすん。

そしてお楽しみは忠義のｿﾛ「Butterfly　I　Loved」。
すっごい腰をくねらせｾｸｼｰﾀﾞﾝｽ。

ﾏｼﾞでｶｯｺｲｲ。

歌もﾀﾞﾝｽもめちゃめちゃｶｯｺｲｲ。

一瞬にして萌え死したまひるでした。

大倉担で良かったと思った瞬間でした。



またどこかで聴けるかな???
それで何歌ってる時か忘れたんだけど

忠義がｽﾃｯｷ持ってて章大と歌ってる時に

忠義がｽﾃｯｷを章大の股間にｸﾞｲｸﾞｲと押し付けてた。（爆笑

それで最後、忠義がそのｽﾃｯｷの匂いをお客さんに

嗅がせようとしてて章大に怒られてた。(爆笑
で、ｲｽを使ったﾀﾞﾝｽもｶｯｺﾖｶｯﾀし、

最高でした。

そして３０分ほどのｼｮｰﾀｲﾑはめちゃ盛り上がり

休憩はさんで舞台の方へ。

舞台の内容は特に複雑なものではなく

いろいろな理由から幻の島へ旅立つﾒﾝﾊﾞｰとその途中遭難して

ｼｭﾝｼﾞ（忠義）は弟ﾕｳｷを亡くす。

島についてからｼｭﾝｼﾞの父親のことと船を直してもとの世界に戻ろうとするまでの

過程がﾒｲﾝのお話。

ちょっとﾊﾟﾝﾌがないので役名が出てくる人と出てこない人がいるから

役名じゃなく本名で書くね。

やっぱり期待してた通りﾏｼﾞでヒナちゃんの二重人格の演技がｽｺﾞｲ。

ﾎﾝﾄ迫真の演技ですごい食い入るように見てしまった。

ﾎﾝﾄにすごいなって思った。

あと島にたどりついて食べ物を見つけて

それぞれ１ｺづつ食べるってゆー場面で

1ｺ足りなくて控えめの章大が遠慮して
「ﾎﾞｸ島につく前にたくさん食べたからいいよ。」的な

お芝居するんだけどもっそい可愛い!!!!!!＞＜
乙女ｷｬﾗ全開ですやん。

で、章大は亮ちゃんの隣に座って亮ちゃんはﾊﾞﾅﾅを食べている。

そんな亮ちゃんがﾃﾗｶﾜﾕｽ。

かと思ってたら亮ちゃん、おもいっきし章大の口に

ﾊﾞﾅﾅを突っ込む。（笑

なんかもっそいｴﾛｲ図になってる安田章大さん。

で、めちゃくちゃ奥まで突っ込まれてぐしゃってやられて

どうにもならない章大。

あとすばるのお芝居がﾎﾝﾄすばるっぽくて良い。

言葉がうまく話せずちょっと片言の喋り方。

それで場面場面で歌で表現。

途中食べ物を探しに行く章大と丸が島の住人に見つかり



丸を置いて逃げ出す章大。

ちなみに島のﾎﾞｽは照史。

ｽｯｺﾞｲお芝居うまいの。

めちゃくちゃ声張ってるしﾎﾞｽっぺー。（笑

で、丸を助けに全員で丸の元へと向かう。

で、島の住人とのｱｸｼｮﾝｼｰﾝになるんだけど

ﾏｼﾞで横山さんがｶｯｺｲｲ。

回し蹴りとかきめちゃってﾏｼﾞでｶｯｺｲｲ。

ちなみに７人の中でのﾎﾞｽ的役割なのがヨコなのね。

で、丸を助け出すことに成功。

で、何気に島の子供を助けたことで島の住人と仲良くなる。

島に女の子がいるんだけど亮ちゃんが一目ぼれ。

で、なんとなく島のことを探っていく亮ちゃんと忠義。

忠義のお父さんも昔この島にたどりつき島から出ることが出来ずに

島の住人と結婚し、出来た子供がその女の子。

つまり忠義の妹。

で、その話をした後に亮ちゃんが

「安心せいや、まだ１回しかやってへんから」って

言って走り出してくのね。

で、忠義が後を追って「なんか言ってー。」ってｱﾄﾞﾘﾌﾞ。

つーかこの部分は日によって違うようで

「２回半しかやってへんから」って亮ちゃんが言って

忠義が「半って何???」って言う場面だったりするらしい。
基本的に章大は友達がいなくてﾎﾝﾄの友達探しに島に

行くことを決意したもっそい臆病者ってゆーか

おとなしい感じの役。

ヒナちゃんは二重人格に苦しむ役。

最初の方はそれに自覚してないんだけど

最後の方はもうひとつの人格と戦う。

丸ちゃんはお坊ちゃまでｸﾗｯｼｯｸとﾄﾞﾝﾄﾞﾝというｱｰﾃｨｽﾄが好きな

ﾎﾞﾝﾎﾞﾝ役。

ちなみにﾄﾞﾝﾄﾞﾝとは雷のことらしい。

たぶんｱﾄﾞﾘﾌﾞっぽい。一応ﾍﾞｰｽも出来て

章大にﾊﾞﾝﾄﾞやろうと誘われる。

途中で章大がｷﾞﾀｰ弾きながら出てくる場面があって

DEEP　PURPLEの「SMOKE　ON　THE　WATER」を
弾いてるんだけどそこの最後の部分を



丸がﾍﾞｰｽで手直しするのね。

確かﾊｰじゃなくてﾂｪｰって言ってたと思うんだけど

所謂半音違うってことが言いたかったらしい。

で、すばるが喋り方がもっそい片言なんだけど

それがすごい可愛いの。

亮ちゃんは女の子大好きの今時の男の子。

ヨコはすっごい強気でみんなのこと責めたりするんだけど

最後はいい人。(笑
忠義は弟を亡くしたことと自分の父親のことで苦しむ役。

で、最後は７人で島を出て元の世界へ戻るってゆうお話。

で、終わってMCへ。
なんか始まる前に幕にﾒﾝﾊﾞｰの顔がｱｯﾌﾟで映るんだけど

その時に何か一言ずつｺﾒﾝﾄが小さくされてることを

ヨコが暴露。

でもそんなの全然お客さんも気づいてないぐらい小さな声らしくて

もう１度やってと声が多数あがるがヨコがﾑﾘ!!!!!って
言ってそれで結構数分ぐらいやってってお客さんの声と

ﾑﾘって言うヨコの戦いがあって

結局ヨコは最後「黙秘権」と言って笑いを取る。

それがすごく気に入ったようで

最後幕が降りる時にも「黙秘権」って言ってた。(笑
最後ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽを歌うんだけど

ﾏｼﾞこの歌がｶｯｺｲｲんだよねー。

しかも忠義ｿﾛから始まるし。

これは絶対CD化して欲しい曲。
と順番もめちゃくちゃで簡単なﾚﾎﾟでしたけど

読んでくださってありがとうございました。

最後にやっぱりエイトはすごいなって思いました

各自のｷｬﾗを演じきっていて

伊達に５年もやってきたわけじゃないんだなって思ったし、

ｻﾏｽﾍﾟ以外にもたくさんの経験をしてきて

そして現在があるんだなぁって思いました。

すごくすごく楽しかったです。

また来年も行けたらいいな。

夏の思い出ありがとう。



後は明後日のﾗｲﾌﾞ楽しみに行ってきます。

ちなみにﾂｱｰの山梨、全滅しました。（ﾁｰﾝ

地元開催なのに行けないって···｡（涙

最悪だ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.08.29 Tue ほな、明日。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾔｯﾎｰｲ!!!!!
夏休みを快適に過ごしております。

そして明日はいよいよ渋谷すばるwith大倉BANDﾗｲﾌﾞで
ございます!!!!!!（ﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁ
すっごい楽しみ。

最近ね、いろんな人にすごく仲良くしてもらってて

すごく嬉しいです。

これからもｶﾞｯﾂﾘｶﾑでお願いします。（笑

つーかつーか女性自身買ったね。

表紙だってゆうからさっき買いに行ったんだけど

今週から連載が始まるらしいじゃないですか!!!!!!!

ﾉｰﾝ。
忠義さん、眉間にしわ寄ってて切なげな表情。

ｽﾃﾁ。
あとすばると亮ちゃんと章大がもっそい可愛くて

何回も見てもうた。

なんか丸ちゃんの写真は鼻毛を書きたくなるんですけど。(笑
（丸ちゃんｺﾞﾒﾝ）

だってそんな顔してるんだもん。（もっそい失礼

明日、ちょっといろんな人と会う約束してて

全員と会えればいいんだけど

ｸﾞｯｽﾞ並んだりするから時間に余裕があるのか

全然わからなくて。

でもﾎﾝﾄに楽しみで。

ﾗｲﾌﾞも楽しみだけどﾌﾞﾛｸﾞで知り合ったいろんな友達に

会えるのがﾎﾝﾄに楽しみで。



たぶんそんなにｼｬｷｼｬｷ喋るﾀｲﾌﾟではないので

びっくりしないでください。（笑

もっそいﾏﾀｰﾘ空気流れてますけど気にせずに。(笑
ﾉﾘは悪い方ではないのでﾉﾘﾉﾘで接してくれたら

ﾉﾘﾉﾘで返せるし。（笑

暑さで適度に弱ってるかもだけど。（笑

そしたら棒でつんつくつんと突いてみてください。

大倉忠義さんみたくお股は突かないでね。（笑

ﾎﾝﾄつくづくエイトはｴﾛｶﾞｯﾊﾟの集まりだと思うわー。（笑

そんなエイトが大好きなんですけど。

今日はもう寝ます。

明日ﾌｫｰﾗﾑにて。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.08.30 Wed 感想は明日。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるです。

今日、寝坊しましてね。（笑

目覚まし止めて寝てた。

ﾔﾊﾞｰｲ。

一応間に合ったんですけど。（笑

今日は疲れたので渋谷すばるwith大倉BANDの感想は
明日にします。

とにかく一言で言えばﾊﾟﾈｪ。（笑
ｺﾞﾒﾝﾅｻｲ明日書きます。

あ。それでね、今日は楽しかったです。

始まる前にOBAﾁｬﾝ（＠忠義）に会ってﾗｲﾌﾞの様子とか聞いて
ﾗｲﾌﾞ終わってからOBAﾁｬﾝとちろり（＠亮）とuriさん（＠忠義）と
ナナ美さん（＠亮・忠義）とゆかさん（＠忠義）と会ったのね。

１時間ぐらい話したのかなぁ。

すっごい楽しかった。

とりあえずその５人にｺﾒﾚｽ。

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）
OBAﾁｬﾝすっごいいつも親切にしてくれてありがとう。
そして今日はありがとう。

楽しい時間が過ごせてよかったです。

OBAﾁｬﾝのような明るくて優しい人と仲良くなれて
すごく嬉しいです。

１７日、一緒に行けるといいね。

とりあえず明日、お返事します。

ちろり（＠亮）

２度目だね。（笑



今日はありがとう。

でもなんかちろりとはもっと会ってるような

気がするんだよね。

なんか全然ちろりに対して人見知りのないまひるです。

それはきっとちろりの人柄なんだろうね。

いつもありがとう。

これからもﾖﾛｼｸ。

uriさん（＠忠義）
uriさーん。今日はありがとう。
ﾎﾝﾄにお久しぶりだねー。

uriさん、突然こなくなったから嫌われたのかなぁって
ずううっと気にしてました。(笑
でも良かった。

またこうして会えて。

これからもﾖﾛｼｸねー。

ナナ美さん（＠亮・忠義）

ナナ美さん、今日はありがとう。

全然ｱﾌｫ携帯が繋がらないのに一生懸命

電話してくれてありがとう。

そして遅くまで残らせちゃったみたいで

ｺﾞﾒﾝね。

ナナ美さんに会えてすごく嬉しかったよ。

ナナ美さん、すっごい落ち着いてるから

全然中学生に見えないよー。

ゆかさん（＠忠義）

今日は、ﾎﾝﾄにありがとう。

ゆかさんが子持ちの奥様なんて全然知らずに

呼び捨てにしてました。（苦笑

ﾎﾝﾄにｽﾞでｽﾐﾏｾﾝ。

ｸﾞｯｽﾞはちゃんと買えましたか???
これからもﾖﾛｼｸお願いします。



じゃ、また明日。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとね。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽ明日やろうかなぁと。

今日はもう寝ます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.08.31 Thu 渋谷すばるwith大倉BANDﾗｲﾌﾞ感想。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いやー。首とかなぜか筋肉痛ですわ。（笑

もうね、昨日はｽｯｺﾞｲｽｯｺﾞｲ良いﾗｲﾌﾞで最高に楽しい時間が

過ごせました。

まひるは２部に入ったんだけど３部のﾛﾏﾈの時、

忠義、泣いて歌えなかったみたいだし。

ﾎﾝﾄそのぐらいｽｯｺﾞｲ良かったんだって。

すばるも今までで１番良い笑顔してるかもしれないって

言っててそのぐらいすばるも楽しんでた。

ﾎﾝﾄに歌うことが大好きで音楽が大好きで

その魂受け取ったよ。

また演奏のFIVEがｽｯｺﾞｲｶｯｺｲｲの。
音に厚みがあってｽｯｺﾞｲ良い音でてた。

さすがFIVEは違うなぁって思った。
FIVEのｵﾘｼﾞﾅﾙの曲もすっごいｶｯｺﾖｶｯﾀし
ﾘｯｷｰのﾄｰｸもすごい面白くて楽しかった。

忠義のｿﾛもたくさん聴けたし、

（「Butterfly　I　Loved」「ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽ」「Carnival」
「ﾓﾅｺﾌﾞﾙｰ」などなど）

最高に男前だった。

Edenとｵﾊﾞﾛｸのｱｺｰｽﾃｨｯｸﾊﾞｰｼﾞｮﾝがﾊﾝﾊﾟなくｶｯｺｲｲの。
なんかｵﾊﾞﾛｸはﾌﾞﾙｰｽ風だったんだけど

冷やし飴よばれよ。のとこのｾﾘﾌの部分で

笑わせるつもりでいたらしいんだけど

全然かっこよく出来すぎちゃって笑うとこじゃ

なくなっちゃったんだって。(笑
Edenのｱｺｰｽﾃｨｯｸが駄々はまり。
もうﾎﾝﾄ号泣ですよ。

結構会場でも泣いてる人多かった。

やっぱEdenは永遠の名曲だね。
もうﾎﾝﾄ無条件で涙が出てくるよね。

しかもｱｺｰｽﾃｨｯｸﾊﾞｰｼﾞｮﾝがｶｯｺｲｲの。



すばるの歌で最高にｶｯｺｲｲって思ったのがあったんだけど

ﾀｲﾄﾙがわからないんだよなぁ。（ｺﾞﾒﾝ

ﾌﾞﾙｰｽっぽいやつで。

あぁ、すばるって最近ﾌﾞﾙｰｽとかJAZZとか好きなんだなぁって
思った。

まひるもその辺の音楽すごく好きだから

なんか素直に受け入れることが出来た。

あとMｽﾃｺｰﾅｰとかあって忠義がﾀﾓさん役なんだけど
明らかにﾂﾞﾗが違うの。

すばるに筑紫哲也だろ!!!!って突っ込まれてた。
で、そのｺｰﾅｰですばるが１０代の頃歌ってた曲

「I　believe〜」とか「ｻﾖﾅﾗ」とか歌って
すばるが曲のたびに着替えるんだけど

ﾀﾁｮﾘの進行が早くて着替えが間に合わず

Tｼｬﾂとﾊﾟﾝｲﾁで出てくる場面も。（笑
またﾀﾁｮﾘがﾎﾝﾄ絶妙なんだよね。

しまいにはﾀﾁｮﾘ姿で板尾さんがごっつの時やってた

ﾀｲﾄﾙ言われて即興で歌うやつをやることに。

ちなみに「ﾁｮﾋﾞﾋｹﾞ」と「僕の実家は焼き鳥や」ともう１つ忘れた。

とうとう忠義、自分で実家の店の名前を暴露。

ちなみに鳥○族です。(笑
まひるも行ったことあるけどすっごい美味しくて

安くて店員さんの対応も感じいいし

最高に良いお店です。

で、エイトﾒﾝから応援ﾒｯｾのVTRとかもあって
MCの時に亮ちゃんが来てくれました。
亮ちゃん、もっそい恥ずかしがっててめちゃめちゃ可愛かった。

で、忠義が気まずい同士喋れば???みたいに話ふって
亮ちゃんとすばるでﾒｰﾙの話を始めました。

ﾗｲﾌﾞの前日の夜に亮ちゃんからすばるに

「ﾗｲﾌﾞ頑張ってください。」みたいなﾒｰﾙが

送られたんだって。

で、亮ちゃんもすばるもお互いﾒｱﾄﾞも連絡先も知らなかったらしいの。

だから亮ちゃんが誰かに聞いて送ったらしいんだけど

すばるはあまりにも嬉しさと動揺で

敬語で「ありがとうございます。頑張ります。」って

返したらしい。（笑



なんかその２人がもっそい可愛い。

萌えたね。(笑
ちなみにMCは若干すばるが引張り気味。
OSSANのﾒﾝﾊﾞｰを紹介するｺｰﾅｰもあってすばるが率先して
喋ってた。

１番ｳｹたのが濱ちゃんの家が農家ってゆうお話。

ｻﾏｽﾍﾟとかｺﾝｻｰﾄとかではｷｯﾗｷｯﾗに輝いた生活送ってるのに

普段は家を手伝ってるとか。

そのｷﾞｬｯﾌﾟの話をすばるが面白がってしてて

ﾏｼﾞ面白かった。

濱ちゃんGOOD　JOB!!!!!
で、今回淳太がきてなくて照史１人で

寂しそうだった。

でもしっかり照史からお手振りｹﾞｯﾄ。

照史ｶﾜﾕｽ。

忠義は最後の方で勇気だして

「たっちょん!!!!!」って叫んだらあの口角ｷｭｽﾏｲﾙで
お手振りくれた。

まひるさん昇天!!!!!!
なんせまひるの席すごいから。

花道のすぐ横なんだけどそれはいいとして

左２人すばる担右３人すばる担だから!!!!!!（笑
いやー。勘違いでもいい。

まひるさん頑張ったから。（笑

あ。それでね、忠義と牧野くんのﾄﾞﾗﾑｾｯｼｮﾝがあったんだけど

ｽｯｺﾞｲ２人ともかっこよくてﾏｼﾞでこの２人って

すごいなぁって思った。

なんかそんなにﾘﾊの時間もなかっただろうけど

見事なｾｯｼｮﾝ魅せてくれました。

このﾗｲﾌﾞぜひぜひDVDになってくれたら嬉しいのになぁと
思うぐらい完成度の高いものでした。

今まで見てきた中であんなに忠義がﾉﾘﾉﾘで

歌ってたことがあっただろうか???
拳振り上げｼﾞｬﾝﾌﾟしまくり。

そんなに楽しそうにしてた忠義がﾎﾝﾄに可愛くて

かっこよくて、最高に男前でした。

右手にｸﾞﾛｰﾌﾞもはめずに素の渋谷すばるを見れたのが



すごく嬉しかったし、心意気がｶｯｺｲｲと思った。

また追加で書くかもだけど

とにかくこんなに楽しくてｶｯｺｲｲﾗｲﾌﾞは久々だったってこと。

やってる方も完全燃焼したと思うけど

見てるこっちも完全燃焼してました。

楽しい時間をありがとう。

とにかく言葉に出来ない気持ちがたくさんありすぎて。

うまく文章に出来なくてｺﾞﾒﾝ。

今はとにかく胸がいっぱい。

渋谷すばるにありがとう。

大倉忠義にありがとう。

とにかくみんなみんなありがとう。

今回のﾗｲﾌﾞはすっごい完成度の高いものだったけど

それより何より人の温かさを感じられたﾗｲﾌﾞ

だったような気がする。

楽しかった。温かかった。

みんなが大好きです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お休みちぅだけどお気軽にｺﾒﾝﾄください。

夏休みが明日までなので明日にはやります。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.09.01 Fri 余韻に浸る日々。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

朝からAIR聴いてます。
「Your　Song」ってｼﾝｸﾞﾙね。
だって新曲全然買ってなくて昨日やっと買ったんだもん[:グッド:]
やっぱAIRは好きだなぁ。
なんか心があらわれるよー。

もっともっと出来た人間になりたいって思うし。

今なんて「へっ???」って感じだし。（笑
Remixもﾁｮｰｶｯｺｲｲし。

あぁ。まひるのﾆｰﾄ生活も今日で終わりでやんす[:悲しい:]
明日からお仕事〜[:悲しい:]
なんかあっという間だったけどこゆい１週間だったよ。

楽しいことばかりだった。

これでしばらくお仕事も頑張れるよー[:チョキ:]
でもきっと途中で忠義不足で倒れると思うけど。（笑

そしたら「Heat　Up！」観て復活するもん[:ラブ:]
なんかね、最近いろんな人のﾌﾞﾛｸﾞ見て触発された。（単純

もっともっと頑張らなくちゃって思った。

みんなｽｯｺﾞｲ面白いことや良いこと書いてて

負けてられないや。ってすごく思ってね。

やっぱ人のﾌﾞﾛｸﾞ見るのって大切だよね。

えぇー。

朝から避難訓練の放送が流れてまして

寝てられねー[:悲しい:]
朝７時ぐらいから放送してるもん。

確か去年の夏も同じこと思った気がする。

避難訓練って[:あめ:]降っててもやるのん???
防災頭巾が濡れちゃうじゃん。



もしかして最近ってﾍﾙﾒｯﾄとか???（笑

なんか今、ﾎﾝﾄ抜け殻なんだよねー[:汗:]
あまりにもﾗｲﾌﾞが良かったからﾎﾝﾄに感動しちゃって

抜け殻。

久々に完全燃焼したね。

FTON魂ももちろん良かったんだけど。
なんかﾎﾝﾄにｸｵﾘﾃｨｰの高さにびっくりした。

エイトﾒﾝらしい笑わせるとこもちゃんとあって

魅せる部分は魅せて聴かせる部分はちゃんと聴かせて。

最高のﾗｲﾌﾞだったなぁ。

とにかく良かった。

言葉足らずで申し訳ないです。

でもｻﾎﾟｰﾄはあったにしろすばると忠義だけで

あれだけのものが魅せられるということが素晴らしい。

ネ申だね。

まぁ、FIVEあってこそだと思ってるけど。
ﾏｼﾞFIVEはｶｯｺｲｲです。
ﾗｲﾌﾞがあったら１度は行ってみたいと思うなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞってﾎﾝﾄ魅せる部分では一流だと思うんだよね。

でも今回聴かせる部分でも一流だと思った。

褒めすぎ???（笑
心技一体だよねー。

なんか昨日からｷﾓｽなぐらいに褒めちぎってるね。あたし。

だってぶっちゃけ楽しめるかなんて始まる前に

思ってもいなかったことだからね[:たらーっ:]
あまりにも手探り過ぎて。

それが大盛り上がりですから!!!!!!（笑
ﾎﾝﾄに夏休みらしい夏休みだったよ。

そう、それで今日、Mｽﾃにエイト出るんだよねー。
新曲歌うとか???
それってやっかし「ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽ」ですか???
ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽだったらいいなぁ。

あの曲ｽｯｺﾞｲかっこよくて大好き[:ハート大小:]



つーか一昨日から左目が痛いのですよ。

眼球に傷がついてなければいいんだけど

なんかずっと痛いから心配。

ｺﾝﾀｸﾄってめんどっちぃよねー。

昔は眼鏡とかｺﾝﾀｸﾄとか憧れたけどそれは自分の視力が

2.0あったからだよね。（笑
今なんてﾎﾝﾄ0.05と0.02しかないからね[:悲しい:]
ちょっと前はもう少し視力あったんだけど

また落ちたんだよね[:悲しい:]
しかも乱視つき。（最悪だ

忠義も0.1ないって聞いたことあるんだけど
でもｺﾝとかでｺﾝﾀｸﾄ使ってないらしい。

でもあの人異常に見えるのよね。（笑

やっかしｺﾝﾀｸﾄ使ってるのかなぁ。

なんか最近またなんだかなぁーって思うことがあった。

まぁ、それは人にお話するような話じゃないんで

しないんですけど。（笑

じゃ、書くなよ!!!!!って思った???（笑
なんとなくそんな出来事があったことだけ

伝えたかったんだって。

まひるさん自暴自棄ですから。（笑

じゃ、これにて。

また夜にでも書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ﾗﾝｷﾝｸﾞ頑張ってますのでﾖﾛｼｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽ

あやなさん（＠忠義）

桃さん

なつみ（＠忠義）

彗夏

hikaluさん（＠忠義）
りりかさん（＠忠義）

倉木あけみさん

薫兎さん（＠博貴）

チュンチュンさん（＠忠義）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

ゆか（＠忠義）

くーさん（＠忠義）

uriﾀｿ（＠忠義）
あすぴぃさん

ちろり（＠亮ﾀｿ）

さくやさん（＠忠義）

恵音さん（＠忠義）

まいつんさん（＠忠義）

彩帆さん

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）
しずかさん（＠忠義）

麻愛さん あやなさん（＠忠義）
ﾎﾝﾄ、ﾄﾞﾗﾑとかはｸｯｼｮﾝ並べたり、雑誌並べたりで

全然練習できますからね。

だからﾎﾝﾄやる気の問題です。

まひるも学校から帰ってきて１日６時間練習頑張ってましたよ。

ﾊﾟｯﾄﾞ買ってもらえるといいですね。

ﾊﾟｯﾄﾞとﾌｯﾄﾍﾟﾀﾞﾙさえあればﾊﾞｯﾁﾘですね。

桃さん

仙台行けそうですか???
なんかﾃｽﾄの結果があんまりよくなかったそうで。

せっかくﾁｹｯﾄ取れたならやっぱり行きたいですよね。

まひるは山梨全滅しましたので

しばらく冬眠します。



いつかﾊﾞｲﾄ、もしくは就職して遠征が出来るように

なるといいですね。

なつみ（＠忠義）

ｷｭﾝ死中のまひるです。（笑

ﾎﾝﾄ、ｻﾏｽﾍﾟ最高。

すば倉BAND最高。
楽しいお休みはあっという間で明日からお仕事です。（涙

さっき「大倉忠義」で検索したらもっそい上の方に

あってびっくりした。（笑

なんか全然知らなくて人に言われて気づいたんだけど。

ﾎﾝﾄにエイトﾒﾝも見てくれてたらいいなぁって思うなぁ。

eightとeighterで作る絆が素晴らしいもので
ありますように。

これからもずっと。

すばるが∞ﾚﾝｼﾞｬｰで書いたことはﾗｲﾌﾞ観ただけで
伝わってくるものでした。

いやいや、今回たまたま席が良くて

ﾀｲﾐﾝｸﾞもﾊﾞｯﾁﾘだったので口角ｷｭｽﾏｲﾙがもらえました。

あーやって笑う大倉忠義がﾎﾝﾄに大好きだなぁって思いました。

彗夏

そっかぁ。今は特に担当とかいないのかぁ。

まひるもそんな時期が２年ぐらいあったよ。

それは元担に辞められちゃった時なんだけど

担当が作れなかった。

忠義は好きだったけど担当にって気持ちになかなかなれなくて。

彗夏はどうして大倉担降りたの???
今でも好きなんでしょ???

hikaluさん（＠忠義）
あたし、まだｻﾏｽﾍﾟのｸﾞｯｽﾞ買ってないんですよー。

通販で買おうと思って。

ﾊﾟﾝﾌは友達に見せてもらってめちゃめちゃｶｯｺｲｲ写真見たんですけど。



で、すば倉ﾗｲﾌﾞのﾎﾟｽﾀｰ、まだ中身見てなくて。（滝汗

なんかﾎﾟｽﾀｰってどれもかっこよくて

古いやつでもはがす気になれないんですよね。

だから相変わらず去年のｻﾏｽﾍﾟのやつとか貼ってますよ。

あと去年のｸﾘﾊﾟのやつとﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞのﾎﾟｽﾀｰ。

どのたちょもｽﾃｷです。

りりかさん（＠忠義）

こちらこそ大阪ではありがとうでした。

楽しい時間がすごせました。

あ。そだ。「DREAMIN'BLOOD」の時だ。
なんとなくそうかなぁって思ったんだけど

違ってたら恥ずかしいから書かなかったんだけど。（笑

まひるの記憶って相当曖昧みたいね。

すば倉ﾗｲﾌﾞの時も忠義のｿﾛたくさんあってよかったよ。

りりかさん１７日行けることになったんだよね。

絶対ｶﾞﾝ見してきてー!!!!!
めちゃくちゃｶｯｺｲｲから。

あ。ありがとうございます。

まひるの空気、居心地良かったですか???
そう言ってもらえると嬉しいです。

丸ちゃんの鼻毛を書きたくなる気持ちわかっていただけました???
あの鼻の下の伸び具合がもっそい。（笑

TVｶﾞｲの忠義、むちゃｶﾜｲｺﾁｬﾝでしたよねー。
ﾎﾝﾄ今回のﾗｲﾌﾞで新たな大倉忠義、渋谷すばるを

見ることが出来てすごくすごく良かったなって思います。

常に期待を裏切らないエイトと大倉忠義に感謝。

倉木あけみさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

中国の方なんですねー。

なんか日本語うまくてびっくりです。

日本のﾌｧﾝの方とお友達になりたいそうで。

まひるでよければお友達OKなんですけど



でもまひるは、中国語も英語もわからないんです。（涙

日本語でよければﾒｰﾙとかも全然OKなんですけど。

薫兎さん（＠博貴）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

早速BDﾒｯｾの方、参加させていただきますね。

チュンチュンさん（＠忠義）

山梨当選した人ってまひる、１人しかまだ聞いたことないんですけど

友達で仁名義の人が追加当たったそうです。

その名義でｻﾏｽﾍﾟﾊｽﾞﾚてるからだからたぶんきっと

当たってるんだと思います。

今回ｻﾏｽﾍﾟやすば倉が当たった人はﾂｱｰﾊｽﾞﾚやすくなってるって

聞きました。

すば倉、良かったですよねー。

まひるはEdenとﾍﾌﾞﾝﾘとﾛﾏﾈで号(┳◇┳)泣でした。
チュンチュンさんが泣いた曲はEdenかな???と勝手に予測。

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

３０日はありがとう!!!!!＞＜
すば倉の時「Butterfly　I　Loved」歌ってたねー。
まさかまた聴けるなんて思ってなかったから

ｽｯｺﾞｲ嬉しかった。

いやー。ﾎﾝﾄたちょ、面白いや。（笑

なんか最近笑いのｾﾝｽが磨かれてるよね???
うん。やっすんになりたい。

もしくは亮ちゃん。

で、たちょに思いっきり甘える。（笑

幸せだぁー。

え???そう???（笑
面白くてみんなに優しかった???（笑
そう言ってもらえると嬉しいよー。



まひるもナナ美ﾁｬﾝと会えてすっごく嬉しかったし、

楽しかったよ。

uriって書いてゆりって読むんだね。
全然知らなくてうりさんって呼んでたよね。（爆笑

ｺﾝの時、ﾎﾝﾄにﾄﾞｺﾓって繋がらないんだなぁって思った。（笑

ちょっと前までauだったから全然余裕だったんだけどね。
でもﾄﾞｺﾓ好きなんだよねぇ。（笑

みんなも言ってたけどまひるもナナ美ﾁｬﾝ、美少女だなぁと

思ってた。（笑

誰かに似てるよね???
あ。うんうん。またｦﾀ同士で集まって話そうねー。

ゆか（＠忠義）

３０日はありがとうでした。

なんかﾎﾝﾄずっとお金が出っ放しで余裕がなかったから

ﾂｱｰﾊｽﾞﾚてしばらく充電しようかなぁって。

ｸﾘﾊﾟ、頑張って行きたいし。

ゆかは再追加とﾂｱｰ頑張ってきてね。

感想ﾒｰﾙとか待ってるよー。

え???ﾏｼﾞで???
あたしって優しい???（笑
なんかそう言われると嬉しいなぁ。（笑

なんかでもみんなで仲良く話が出来て良かったなぁって。

ﾎﾝﾄ好きなものが一緒。好きな人が一緒って

やっぱ楽しいよね。

１７日は行けなくなってしまったんだけど

でもまた会える機会がある時は是非に。

くーさん（＠忠義）

ﾎﾝﾄ、ｻﾏｽﾍﾟ、遠征組で観に行ってた方は

楽に見に行くこと出来なかったと思うんです。

だからそうゆうﾊﾌﾟﾆﾝｸﾞは誰が悪いってわけでもないんですけど

やっぱり悲しいですよね。

長野はほぼ当たったらしいって聞きました。

たぶん関東在住に方が仙台と山梨に集中したんじゃないですかねぇ。



まひるの友達も長野当たってました。

すばるならきっと大丈夫だと思いますよ。

まひるも最初ﾊｰﾄﾞｽｹの心配したんですけど

すば倉BAND観に行ってﾎﾝﾄに歌うことが大好きで
音楽が大好きで今が楽しくて仕方が無い。

そんなすばるならきっと大丈夫なんじゃないかって。

まぁ、移動は大変だと思いますけど。

無事に乗り越えて欲しいと思います。

uriﾀｿ（＠忠義）
もちろんｺﾒﾝﾄOKですがな。（笑
あ。あとでuriﾀｿのとこに相ﾘﾝのお願いにうかがうねー。
なんかせっかく仲良くなれたことだし、

相ﾘﾝ貼りたいんだもーん。（我がまま娘

また会える機会がある時はあっていっぱいお話しようね。

ﾎﾝﾄuriﾀｿとまた仲良くなれて嬉しいよ。
ありがとう。

まひるも１週間の夏休みが今日で終わり短いﾆｰﾄ生活が

糸冬 了..._〆(ﾟ▽ﾟ*)します。（涙
現実に戻りたくないよね???（笑
uriﾀｿは１７日もあるんだよね???
まひるは都合で行けなくなってしまったので

残念です。

うんうん。

すばるが昔も今もすべてさらけ出してくれたことが

すごく嬉しかったし、たちょの新たな一面も見れたし、

すごく収穫の大きいﾗｲﾌﾞだったなぁって思った。

貴族会しようしよう。

まひるはあそのこｳｫｯｶをゆずﾘｷｭｰﾙでわったお酒が大好き。

焼き鳥も美味しいし、幸せになれる場所のひとつ。

彩帆さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。いつもﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってるんですか???



ありがとうございます。

ﾎﾝﾄつたない文章でお恥ずかしいのですが。

ﾚﾎﾟとか苦手なので自分の思ったことを

いつも感想として書くようにしています。

それでもこうしてたくさんのｺﾒﾝﾄいただけると

すごく励みになりますし、嬉しいですね。

またぜひぜひ遊びにきてください。

お待ちしてます。

あすぴぃさん

ﾗｲﾌﾞむちゃくちゃ良かったですよね。

すっごい完成度が高くてびっくりしました。

ﾘﾊの時間もそんなになかったはずなのに

完璧ですよ。

さすがですよね。

あすぴぃさん、今度機会があったら是非お会いしてお話しましょう。

ちろり（＠亮ﾀｿ）

なんでだろね。（笑

ちろりとは最初に会った時から全然緊張しなかったんだよね。

この激しく人見知りしちゃうあたくしが。（笑

ﾎﾝﾄにすっごい親しみやすいし、話しやすい。

しかも深い話まで出来るし。

なかなかそんなｦﾀ友いないよね。

だからこれからもちろりとの関係を大切に

していきたいなって思ってます。

これからもﾖﾛｼｸ。

そ、そ。ナナ美ﾁｬﾝが中２でゆかさんが結婚してお子さんもいるの。

まひるも全然知らなかったんだけど。（笑

さくやさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

大阪でもぜひ「渋谷すばるwith大倉BAND」のﾗｲﾌﾞやって



欲しいですよね。

すばるも大阪でやりたいって言ってたので

案外現実になるかもとか思ってます。

いえいえ、お礼だなんて。

まひるはまひるの思った気持ちを書いただけですから。

本当は曲順とかもつけてﾚﾎﾟりたいのですが

なんせﾒﾓでも取らないと曲順とか覚えるのが

苦手で。

でもﾗｲﾌﾞ中にﾒﾓなんて取りたくないですしね。

ぜひまた遊びに来てください。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

恵音さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。ずっとﾌﾞﾛｸﾞ見てくださってたんですか???
ありがとうございます。

まひるも拳振り上げｼﾞｬﾝﾌﾟしまくって頭振りまくってる

大倉忠義を見たのは初めてです。（笑

それほど楽しくて仕方が無かったのかなぁって

伝わってきました。

Edenとﾍﾌﾞﾝﾘとﾛﾏﾈはまひるも号(┳◇┳)泣でした。
２日目はそんなにMCもｸﾞｽﾞｸﾞｽﾞではなかったですよ。
１部ではどうするどっちがしゃべる???的な感じは
あったみたいですけど

２部では亮ちゃんがｹﾞｽﾄで来ていたこともあって

なんなくｽﾙｰしてましたね。（笑

ﾎﾝﾄに新たな一面を垣間見れた瞬間だなぁと思いました。

貴重な体験とゆーか経験をさせていただいた感じです。

あ。ありがとうございます。

まひるも好きとか言われるとすぐ調子にのってしまうので。（笑

いやいや、恵音さんもすでにここの一員ですよ。

こんな場所の一員はおｲﾔかもしれませんが。（笑

長いｺﾒﾝﾄありがとうございます。

長いｺﾒﾝﾄ大好きなのでｶﾞｼｶﾞｼ書いてください。



まいつんさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

いつもﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってるんですね。

ありがとうございます。

そうですかー。今回ﾁｹｯﾄﾊｽﾞﾚてしまったんですね。

残念ですね。

でもきっと次に良いことありますよ。

まひるのつたない文章を読んでくださって

少しでもお力になれたならそれは嬉しいです。

これからもぜひぜひﾖﾛｼｸお願いします。

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）
うんうん。ﾎﾝﾄにみんな輝いてた。

まひるは最近はあんまり行けてないけど

ﾗｲﾌﾞはすっごいたくさん行ってるよ。

たぶん今までで３００本とか４００本近いﾗｲﾌﾞを観てきてるかなぁ。

だからﾀﾞﾒな時はﾀﾞﾒってちゃんと言えるし、

好きとか嫌いだけでの判断はしないつもり。

ﾎﾝﾄに今回はすごいｸｵﾘﾃｨｰの高いﾗｲﾌﾞだったと思います。

ｼﾞｬﾆﾌｧﾝじゃない人もきっと楽しめるﾗｲﾌﾞだと思った。

しずかさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そんな前からﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってるんですか???
ありがとうございます。

まひるもエイトコンのﾌｫｰﾗﾑの時が確か３８列とか４２列とか

そんな後ろだったにもかかわらずﾉﾘﾉﾘでしたね。（笑

席は前に越したことはないけど

でもどんな席でも気持ちの問題だなって思います。

だって会場がひとつになって初めてﾗｲﾌﾞが完成するんですもん。

∞ﾚﾝｼﾞｬｰ読んでまひるもｼﾞｰﾝとしてしまいました。
すばるの気持ち、忠義の気持ち、言葉じゃなくても



全然ﾗｲﾌﾞ観てて伝わってきましたし。

音楽の力ってﾎﾝﾄにすごいなって思いました。

麻愛さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

∞ﾚﾝｼﾞｬｰは携帯のJohnys Webってゆうｻｲﾄがあるんですけど
月に確か３１５円だったような。

それに登録すると読めるようになります。

ぜひ探して読んであげてくださいねー。



2006.09.03 Sun 大倉忠義、萌え。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

Mｽﾃ、途中から見たから
始まって出てくるとこ（つまり前回の続き）が

見れなかったよー。（涙

火曜日にｶﾞﾝ見しなくちゃ。

でも歌は最初から見れた。

ﾔｯﾊﾞｲ。

「ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽ」めちゃｶｯｺｲｲ。

忠義ｿﾛから始まったし。

萌え死するかと思った[:揺れるハート:]
火曜日絶対ﾘﾋﾟしまくりでﾃｰﾌﾟ切れるな。（笑

あぁーぁ。

もう大倉忠義最高!!!!!!
大好きでんがなまんがな。（笑

あ。あとありさ（＠博貴）からYOSAKOIのﾋﾞﾃﾞｵが届いたので
それも火曜日に見よう〜。

空たん（＠章大）にも送ってあげないとなぁ。

写真も送ってあげなきゃだし、

りりかさん（＠忠義）にもｸﾞｯｽﾞ送ってあげなきゃだし、

なんだか忙しいじゃないですか。

送るのにﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙとかもいるじゃないですか。

探してこよー。

火曜日とかﾏｯﾀﾘ過ごしてる場合じゃないのかしら???
週１はﾏｯﾀﾘ過ごさないと死んじゃうんですけど。

ま、のんびりひとつひとつ片付けていきますわ。

あ。桜塚やっくんね。

可愛いから好きなんだけど

なんかﾎﾝﾄは頭薄いらしいんですけどﾏｼﾞですか???



別にﾊｹﾞが嫌いなわけじゃないけど

桜塚やっくんの顔の可愛さとｹﾞｰﾊｰのｷﾞｬｯﾌﾟ???（笑
それにもっそい衝撃を受けるんですけど。

誰か知ってたら教えてください。

なんか女装してない桜塚やっくんはやっくんじゃないと

思ってるらしい。

はぁ。出待ちとかしてみたいわ。

あぁ。でも女装してなかったらｶﾞｯｶﾘしちゃうな。

絶対暗かったらわからない自信１２０％。

そんなとこに自信持ってどうする。

なんかね、昨日からﾊｳｽﾀﾞｽﾄのｱﾚﾙｷﾞｰが出て

仕事行くともっそい左目が痒いの。

左目限定。

いつもは右目なんだけど

今回は左目なんだよね。

火曜日、部屋の掃除もしよ。

２週間ぐらい掃除してないからそのせいもあるんだろうな。

なんかﾊﾞﾙｻﾝ炊いて掃除機で吸ってしまいたいんだけどなぁ。

ﾀﾞﾆとかのｱﾚﾙｷﾞｰ反応もでたからﾔﾊﾞｲよね。

涼しくなったらﾊﾞﾙｻﾝ炊こう。

でも最近涼しくなったよね。

ちょっと前まで３５度とかあったけど

最近は３２度ぐらいだし。

夜とかめっきり涼しくなって過ごしやすいもん。

ﾊﾞﾙｻﾝって言えばまだおばあちゃんが生きてる頃、

まひるが部屋で寝てたらﾊﾞﾙｻﾝ炊かれた。(笑
で、自分は避難。(笑
お年寄りは怖いですよ。(笑
ちょっと痴呆が始まると自己中になるから。

ま、人のことも考えられる余裕があったら

痴呆じゃないんだけどさ。

好きで痴呆になるわけじゃないし、

お年寄り事情も大変だなぁと思いつつ。



あ。もうすぐ堂兄だ。

じゃ、この辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

いつもたくさんｺﾒﾝﾄありがとうございます。

何度も何度も読ませていただいてます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.09.04 Mon まひるﾀｿ、ﾋﾞｽﾞﾔﾊﾞｲっすよ。（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾔｯﾎｰｲ!!!!!!
仕事終わったー!!!!!
そういや、明日、「Heat　Up!」のﾌﾗｹﾞ日じゃん。
忘れてたー!!!!!＞＜
明日やることいっぱいあるなぁ。

はねﾄび（山久の出たやつ）も録画して見てないから

それも見なくちゃだし、

Mｽﾃもﾘﾋﾟしまくらなきゃだし。
そんなわけで今夜は早く寝て明日、朝一から活動活動。

なんか久々に普通の休みの日なんだけど

夏休みから３日仕事行っただけなのね。

それでももういち早く妄想の世界に入りたくて

待ち遠しかったよ。

仕事があるとどうしてもｦﾀﾓｰﾄﾞに切り替え出来ないからね。

職場ではｦﾀってこと隠してるし。

ｦﾀってﾊﾞﾚると仕事休みにくい場合とかあるし。

そんな世の中なんです。(笑
だって休みくださいって言ってその理由が

ちゃんとしたものじゃないと休みもらえないんだもん。

だから毎回、ｺﾝｻｰﾄでとか言えないじゃん。

どんだけｦﾀなんだよって引かれてしまうわ。

彼氏も出来ないじゃん。

いや、元彼はｦﾀと知って告ってくれたけど。

世の中そんな奇特な人はいませんかねぇ。

あぁ。
どうせなら

大倉忠義さんと付き合いてぇー!!!!!
それが１番ﾗｯｷｰでﾊｯﾋﾟｰなんですけど。（笑



殺されるな。確実に。

その前に忠義がﾁｮｲｽしないから!!!!!
はぁ。ｽｲﾏｾﾝ。

あーぁ。
大倉忠義と付き合えるなら

かなり頑張るんだけどなぁ。

ちなみにもっそい尽くすﾀｲﾌﾟです。

でもあんまり束縛とかはしないんだよね。

基本放置ﾌﾟﾚｲだから。（笑

まひるは束縛されてもされなくてもどっちでもいいし。

ﾌﾘｰﾏﾝだからさ。（笑

でも泣くけどね。

本人の前では泣かないけど

一人でこっそり泣く。(笑
ｳﾌﾟﾌﾟ。乙女なんですって。（笑

でも実際は忠義と付きあったらﾎﾝﾄすごい苦労しそうとか

本気で妄想。

そんなﾘｽｸも乗り越えてみせるさ!!!!!なんて
言ってみたりする。(笑
でもしがないﾌﾞﾛｸﾞ書きでいいです。（笑

結構このﾎﾟｼﾞｼｮﾝ好き。(笑

そういや、今日、ゆっちの誕生日だよね。

２３歳おめでとう。

何気にﾀﾒｯｺだったりする。

でもね、最近まひる、顔がﾔﾊﾞｲの。(笑
なんかｻﾏｽﾍﾟに行く前に２日眠れなくて

その時から顔が疲れてて。

なんかもうﾋﾟﾁﾋﾟﾁ感とかないの。

はい。これｼｮｯｸ。

なんかｴｽﾃとか本気で行きたいんですけど。

とにかく前はﾎﾝﾄ目のしたにｸﾏが出来るなんて

滅多になかったんだけど

今、すっごい出来てて本気でﾔﾊﾞｲって思ってるんですけど。

あ。そんなｵﾊﾞﾁｬﾝ宣言しなくてもねって感じですか???（笑
あぁ。いっそのこと髪、切ろうかな。（話飛躍しすぎ



今、胸のちょと上ぐらいまであるんだけど

やっぱりﾎﾞﾌﾞに戻そうかな。

ま、とりあえずﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄに行こう。

毛先がﾊﾞｻﾊﾞｻだから。

なんかﾎﾝﾄ自分でもﾎﾞﾛﾎﾞﾛで酷いなって思うわ。

なんかいろいろ言ってたわりに自分磨きの基本のﾋﾞｽが

完璧ﾔﾊﾞｽなんですけど。

もうちょっと前はﾏｼな顔してたつもりなんだけどなぁ。(笑
なんかﾎﾝﾄﾋﾄﾞｲ。

忙しくて気がつかなかったけどかなりﾔﾊﾞｽ。

とりあえず今日からお肌のお手入れから

ﾀﾞｲｴｯﾄなどなどがむばります。

とりあえず目標はｸﾘﾊﾟなんだけど。

あーぁ。ﾂｱｰ行きたいなぁ。

なんかﾎﾝﾄ都内のKAT-TUN担が当たって
地元山梨のエイト担がﾊｽﾞﾚるって酷くないか???
空（＠章大）も言ってたけど

じゃ、なんのためのﾂｱｰだよってﾎﾝﾄにそう思うよ。

もうちょっと事務所も考えて欲しいよ。

今日はふて寝だ。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明後日ぐらいにはやろうかなと。

お気軽にｺﾒﾝﾄください。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.09.05 Tue 関ジャニ∞日和。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、１１時に起きて「Heat Up!」購入!!!!!!
即効帰ってきて観た。

ﾏｰｼﾞ楽しかったんですけどぉー。

やっかしEdenから無限大の流れに感動して
またまた泣いてしまう。

そしてやっかしﾛﾏﾈかなぁ。

すば倉BANDで聴いてからまたまた名曲だなぁと
改めて感じ、また泣いてしまう。

号(┳◇┳)泣。
もうﾎﾝﾄエイトには感動しっぱなしだよー。（涙

最高だよ。

なんか初回特典ってなんとなーく通常に入らなかった分を

納めた感があるんだけど

でもﾌﾞﾗｯｸﾚﾝｼﾞｬｰのﾊﾞｲｸがあったやつの

ﾚｯﾄﾞとﾌﾞﾗｯｸのやりとりは何回見ても面白い。

ｸﾞﾘｰﾝのｱﾄﾞﾘﾌﾞも冴えてたし、

もうその時点からﾌﾞﾗｯｸはひぃひぃ言ってたし、

ﾅｽが最後立ち上がれなくなったとこも面白かったし、

エイトってﾎﾝﾄに面白い。

ｲｴﾛｰがﾅｽにｶﾞﾊﾞって抱きつくとことかもっそい可愛いし。

agree?の忠義ｱｯﾌﾟとか最高だし、
ﾐｾﾃｸﾚの忠義は相変わらずｴﾛｲし、

（もっとｴﾛｲ回もあったけど。）

ﾏｼﾞで最高。

まだ１回しか見てないから追々感想は書くとして

今日は「はねﾄび」に山久が出たやつ見て

Mｽﾃ見た。
「はねﾄび」は最近見てないからｺｰﾅｰ名とか知らないんだけど

回転寿司で回る具材を箸で掴むやつに

山久が出てて結構面白かった。

山久の左利きに萌え。



順調に行くものの最後ﾏﾝｺﾞｰに２連敗。

しかもつけ鼻をさせられるんだけど

案外違和感がないのは男前だから???
で、Mｽﾃ。
ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽとﾌﾟﾛ∞ﾍﾟﾗはﾎﾝﾄに良い曲だよねー。
何度聴いても感動する。

忠義の口角ｷｭｽﾏｲﾙも舌だしもめちゃ可愛い。

もうね、ぶっ通しで見てるのに

なぜか忠義しか目に入ってこないのね。(笑
なんじゃそれって思うかもだけど

ﾎﾝﾄに好きすぎて他のﾒﾝの印象が薄いのよ。

冷静に見ろよって感じですかねぇ。(笑
あ。でも照史だけもっそい印象に残るんだよね。（笑

歌が終わって決めﾎﾟｰｽﾞのとこで

照史のｷﾞﾗｷﾞﾗｽﾏｲﾙがもっそい目について。(爆笑
もうMｽﾃは忠義と照史しか覚えてないよ。（苦笑
どんだけ萌えてんだ。

女性自身のエイトのｺﾗﾑのｺｰﾅｰ面白いなって。

なんか∞ﾚﾝｼﾞｬｰの写真付きみたいな感じ。
今週はヒナちゃんの番。

なんかヒナちゃんの恋愛観が意外だった。

そんな恋愛にのめりこむﾀｲﾌﾟには見えないのになぁ。

なんか忠義の順番とか楽しみだなぁ。

何書くんだろ???
全然予想がつかないや。

それより前から気になってたんだけど

亮ちゃんにやって欲しいことみたいなの募集してるじゃん???
あれの「錦戸」係ってのがもっそいｳｹる。

なぜに呼び捨て。

せめてﾌﾙﾈｰﾑで書くとか何か方法はないのか。

あ。今気づいた。

これってヒナちゃんがｺﾗﾑﾆｽﾄのﾁｬﾚﾝｼﾞしたいってことで

各自ﾁｬﾚﾝｼﾞしたいことが違うのかぁ。

だから忠義も違うってことだよね。

ちょっと残念。



でも忠義のﾁｬﾚﾝｼﾞしたいことって何だろ???
で、亮ちゃんだけどうして一般募集。

わからねー。
ﾉﾝﾉも買ったんだけど

まだ忠義がﾎﾟｯﾁｬﾘしてる顔の時で。(笑
でも髪型がﾋﾟﾝで留めてあってすっごい可愛くて。

ｷｭﾝってした。

なんかまたまた亮ちゃんとの対談で。

亮ちゃんって今、東京に住んでるんだ???
家があることは知ってたけど完全に東京に

住んでるんだねー。

なんか亮ちゃんと忠義のｺﾒﾝﾄが嬉しかったり。(笑
ま、こんな感じで今日１日エイトﾃﾞｰでした。(笑
夜書けたらまた書きます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださいねーん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.09.06 Wed 入所９周年おめでとう!!!!!

TADAYOSHI　OKURA
RYO　NISHIKIDO
SHOTA　YASUDA
RYUHEI　MARUYAMA
入所９周年おめでとう!!!!!

無事に９周年を迎えることが出来て

よかったなって思います[:ぴかぴか:]
無事ってゆーか９年の間にいろんなことがあったと思う。

でも乗り越えてこれたし、

これからも道は険しいかもしれないけど

仲間で力をあわせて乗り越えていって欲しいと

思います。

そして１０周年、２０周年とお祝い出来たら

いいなって思います。

やっぱりお互いの苦労を知ってる仲間だからこそ

わかちあえる部分ってたくさんあると思うし、

仲間を大切にすることを忘れずに

頑張って欲しいと思います。

来年は１０周年です[:ぴかぴか:]
来年もちゃんとお祝い出来ますように。

そうそう。ﾘﾇしようと思ってたんだけど

全然自分では何も浮かばなかったので

uriﾀｿ（＠忠義）に今回はお願いしました。
uriﾀｿとｵｿﾛﾘﾇです。
もうめちゃくちゃ可愛くて気に入ってます[:楽しい:]
uriﾀｿありがとうー!!!!!!
なんか絶対まひるにはない発想だもん。（笑

uriﾀｿのｾﾝｽもみほたん（＠ゆっち）のｾﾝｽも大好きなんだよね。



今日、エイトのお楽しみ企画のﾊｶﾞｷ出そうと思って

忘れました[:悲しい:]
やっぱ早い方が当たるかなぁとかいろいろ

考えてて。（笑

つーかｽﾃｯｶｰが欲しいんですけど。（笑

お楽しみってゆーぐらいなら全ﾌﾟﾚぐらいに

して欲しいよ[:悲しい:]
また今回もﾊｽﾞﾚそうな予感[:悲しい:]
いや、ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞにいこう。（笑

でね、ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽの着うたを発見。

ｷﾀ━━━━ヽ(ﾟー^*)ﾉ━━━━!!!!
もうずっと聴きまくり。

[:ケータイ:]が壊れるぐらい聴いてるよ。
ｻﾋﾞからってのは前も見たんだけど

最初からってやつがなくて

最初からじゃないと意味がないわけで。（笑

それで最初からのやつがあったから

早速DL。
ﾑﾌﾌ。

あ。そういや、今週のMｽﾃ、山下智久＆Kittyなんでしょ???
GYMじゃないんだよね???
何歌うの???
やっぱり「ﾌｨｰﾊﾞｰとﾌｭｰﾁｬｰ」???
買ったわりにあんまり聴いてないんだよね[:たらーっ:]

あーぁ。もうすぐエイトのﾂｱｰ始まるね。

後３日。

なんか今回行けそうにないから

すごく悔しい。

自分の意思で行かないのと行けないのじゃ

全然違うからね。



去年のｸﾘﾊﾟは自分の意思で行かなかったから

そんなにｼｮｯｸじゃなかったけど

今回はﾊｽﾞﾚて行けないからねー[:ポロリ:]
しかも地元開催。

せめて東京とかだったらまだ諦めもつくけど

地元開催が余計にｼｮｯｸ[:悲しい:]
でも行ける人は思いっきり楽しんできてください[:揺れるハート:]

じゃ、短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にｺﾒﾝﾄください。

お友達も多いに募集中です。（笑
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2006.09.06 Wed また登る太陽。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目の登場大倉担まひるですけどもー。

uriﾀｿ（＠忠義）からの報告で
ﾃﾝﾌﾟﾚのｵﾊﾞｹはたちょだそうです[:ぴかぴか:]
やっかし???
だって可愛いもん[:揺れるハート:]

大倉忠義ヽ(´ー｀)ノﾏﾝｾｰ。

つーか今、[:ケータイ:]で天気予報見たら
明日の天気が[:あめ:]時々止む。だった。（笑
ちょっとﾜﾛﾀ。

時々止むって!!!!!
いつ止むんだよ。

明日はお休みなのでずっと[:パソコン:]やってようかなって。
そうそう、ｺﾒﾚｽとかも今日やるつもりだったんだけど

出来なかったから明日やろうと思って。

なんかﾎﾝﾄ最近たくさんの方からｺﾒﾝﾄいただくので

嬉しいのですよ。

だから明日はまひるもお友達のとこ行って

ｺﾒﾝﾄしようかなと。

たまにはやらないとﾔﾊﾞｲよね[:たらーっ:]
あと[:メール:]もためてるからお返事しないとだし。
やることはいっぱいあるんだよね。

エイトのDVD一通り観たいし[:揺れるハート:]
なんか周りから「Heat　Up！」観た感想ﾒｰﾙとか
送られてきてみんなもっそいﾃﾝｿﾝ高くて[:ラブラブ:]（笑
いやいや、まひるも同じ気持ちですって!!!!!
ﾎﾝﾄね、エイトｺﾝとかって全然非が見つからないんだよねー。

ｽｯｺﾞｲｸｵﾘﾃｨｰ高くてさ。

ﾎﾝﾄこんな楽しくて笑いあり涙ありのｺﾝが出来る人達って



素晴らしいよね。

ﾂｱｰ行けないのは残念だけど

でもDVD観て楽しく過ごしちゃうよーん[:ぴかぴか:]
なんか今、もっそいﾃﾝｿﾝあがってるもん[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
ﾏｼﾞエイトって最高だな[:ラブ:]
eighterで良かったって心の底から思うよ[:揺れるハート:]
エイトに出会えたこと、大倉忠義に出会えたこと

ﾎﾝﾄに幸せだと思う。

ありがとう。

そして９年前の今日にありがとう。

あ。そだ。ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽとﾌﾟﾛ∞ﾍﾟﾗの着うた欲しい人は
ﾒｰﾙくださいねーん[:ぴかぴか:]
ちなみにﾄﾞｺﾓとauの人だけになっちゃうけど[:ポロリ:]
ﾌﾟﾛﾌのとこに[:パソコン:]のﾒｱﾄﾞと[:ケータイ:]のﾒｱﾄﾞが
載せてあるんでお好きな方にﾒｰﾙください。

ｻｲﾄの方お知らせします。

つーか眠いんですけどぉー[:汗:]
最近なんか寝るの遅くなってきた。

前は２５時ぐらいには寝てたんだけど

最近深夜３時とか４時ぐらいまで起きてるもん[:ポロリ:]
でもｱﾌｫだからﾃﾝｿﾝ高いんですけどねー[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
まだTVぴあ買ってないし[:悲しい:]
明日、ｦﾀ誌と一緒に買いに行こうかなぁって思ってるんだけど

[:あめ:]降ってたら行けないし[:悲しい:]
だから天気予報見たのに時々止むって書かれちゃぁねー[:びっくり:]

今日ね、ｵｶﾝがお友達からもらったﾗｰﾒﾝを作って食べたのね。

ﾗｰﾒﾝ博物館から買ってきたやつみたいで。

トンコツだったんだけどめちゃめちゃ美味しかった。

なんか時々無性にﾗｰﾒﾝ食べたくなる時ないですか???
ﾗｰﾒﾝはﾄﾝｺﾂとかﾊﾞﾀｰ醤油が好き。

あ。でも塩も好きだなぁ。



昔は断然味噌派だったんだけどね。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽ明日がむばります。
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2006.09.07 Thu 正直にまっすぐ生きて欲しいから。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

え???今日[:あめ:]降ってないんですけど[:汗:]
なんか今、天気予報見たら[:おてんき:]のち[:くもり:]になってた。
そんなわけで早速ｦﾀ誌を買いに行ってきました。

まだﾁﾗ見しただけなんだけど

ﾃﾗｶｯｺﾖｽ[:揺れるハート:]
ﾏｰｼﾞﾔﾊﾞｲね。

P誌なんてまひるの大好きな口角ｷｭｽﾏｲﾙだし[:揺れるハート:]
なんかﾎﾝﾄそうゆう笑顔が見れるだけで

元気になれるよね[:ぴかぴか:]
まひるの元気の素は大倉忠義の笑顔です[:ハート大小:]
でも芸能人とかって大変なお仕事だなって思うよ。

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄで落ち込むことがあっても

笑顔を見せなきゃいけない。

大変だなって思う。

まぁ、まひるの仕事も接客なんで

落ち込むことがあっても笑顔で仕事しなきゃいけないのは

一緒なんだけど[:汗:]
でも一瞬素に戻る時とかもあるし。

忠義とかはそれも許されない部分あるでしょ???
だから大変だなって。

せめて∞ﾚﾝｼﾞｬｰの時は落ち込んでたら落ち込んでる
大倉忠義を見せてくれてかまわないと思うんだよね。

ﾌﾟﾛ意識にかけるって人もいるけど

まひるはやっぱり正直に生きて欲しいなって思うし、

せめてそうゆう場だけでも素の大倉忠義で

居て欲しいなって思う。

ﾌｧﾝだけに見せる素顔ってゆーか。

やっぱりどこかにはけ口は必要だと思うし

言いたいこともあるだろうし。

それでいいと思うよ。



なんかね、秋になると日がちょっと南側に傾くのかな???
それで南側にある窓に日が入ってくるようになるのね。

それが部屋の方まで延びてくるから

結構涼しいはずなんだけど

それでも日が入ってくる分暑かったりするんだよね[:汗:]
しかも今日なんて一旦６時に起きてるから

眠くて眠くて[:眠たい:]
いや、２度寝したけど[:たらーっ:]
最近無駄に早く眠れるね[:ｚｚｚ:]
あ。寝るのが遅いからﾍﾞｯﾄﾞに入ってからの時間が

短い時間で眠れるのかも[:たらーっ:]
ちょっと前までは２時間、３時間とﾍﾞｯﾄﾞの中で

もそもそしてたんだけど

最近は３０分ぐらいで眠れてる気がする。

なんかね、[:ケータイ:]見る時間もないぐらい早く寝てるね。
だから最近Webをﾁｪｯｸしてなくて[:悲しい:]
ﾁﾝ○とか見てなくてﾔﾊﾞｽ。（←伏字にするな

ﾁﾝﾊﾟね。ﾁﾝﾊﾟ。
今日の∞ﾚﾝｼﾞｬｰ更新の時、ゆっくりWeb見よー[:ぴかぴか:]

あ。そういや、昨日TV見てたら「ｶｸﾚｶﾗｸﾘ」のCM
かんなり見たんだけどあれって怖いお話???
一応録画しようと思ってるんだけど

怖いお話だったら見れません。

ｼｹﾞたんの黒の衣装がｶｯｺｲｲんだよねー[:揺れるハート:]
なんか慶ちゃんは９５％の確率で見てないけど

ｼｹﾞたんは８０％の確率で見てるよね。（笑

愛の差か???
なんかMちゃんとかｽｯｺﾞｲ慶ちゃんｶｯｺｲｲって言ってるんだけど
まひる、その時必ず話が右から左へと抜けてってる[:たらーっ:]
別に慶ちゃん嫌いじゃないんだよね。

むしろ好きだし[:ぴかぴか:]
ﾒﾝ愛とか１００％の確率で見てるし[:ぴかぴか:]
だけどまひるには永井大にしか見えないんだもん[:ポロリ:]



その時点で興味が５０％失われる。(爆笑
つーかもっそい失礼[:ひやひや:]
だいたい視力の悪いまひるはﾏｲﾎﾞｽのﾏｯｷｰの弟役を

ずっとﾐｯﾁｰだと思ってた人だからね[:悲しい:]
なぜに長瀬くんより年上のﾐｯﾁｰが弟役なんだろ???
ってずっと思ってたから[:悲しい:]
もしかしてまひるも残念な子???（笑
は。ｼｮｯｸ。

眠くなってきたのでお昼寝します。

ほなおつー。

また夕方書きますねーん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽ後でやりまーす。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.09.07 Thu 小さな声もたくさん集まれば大きくなる。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目の登場大倉担まひるですけどもー。

いやはや、涼しくなったとはいえ

まだまだ暑いね[:汗:]
早く過ごしやすくなってくれないと[:パソコン:]の前に
長い時間座ってられないんですけど[:悲しい:]
うちのｸｰﾗｰ事情はどうなってるんだ???
今年の夏、２回だけｸｰﾗｰつけっぱなしで寝ました[:たらーっ:]
いつもはちゃんと消してから寝るんだけど

あまりの暑さにつけっぱなしで寝た夜もありまして[:汗:]
ちょっと反省してるんですけど[:悲しい:]

そ、そ。ｦﾀ誌を買ってきてさっきWebをﾁｪｯｸしたら
週刊ｻﾞ·ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝを買ってないことに気づいたんですよ。

それで早速ｺﾝﾋﾞﾆに行って立ち読み。

全然記事が見つからないと思って「うーん。」って

悩むこと５分。

ま、まさかあのﾍﾟｰｼﾞ!!!!!と思って
たくさん小さな記事が載ってるﾍﾟｰｼﾞを見たんですよ。

そしたら５ｾﾝﾁ四方のすば倉BANDの記事がありました[:悲しい:]
ここで出ました、ｦﾀ魂。

やっぱり貴重なﾗｲﾌﾞの記事だから買う???
いくらするんだ???
¥２５０かぁ。買っちゃえ。

というｦﾀ魂にすっかりﾔﾗﾚて判断の手薄になってるとこを

ｶﾞｯﾂﾘｹﾞｯﾄ!!!!!
よしくん、買ったからねー[:揺れるハート:]
もしくはただよっちゃん。（笑

ただでも[:お金:]がないのに買っちゃったよー[:悲しい:]
いや、若干満足気味なんですけど[:ぴかぴか:]
いや、だってｼｹﾞたんも載ってたからまぁいっかって。（笑

ｦﾀ魂全開でｺﾞﾒﾝなすって。



はぅーん。

忠義が風邪こじらせてるの???
大丈夫かなぁ???
ﾎﾝﾄにﾂｱｰまでに治るのかなぁ???
なんか夏風邪ってなかなか治らないってゆーよね。

もう[:ケータイ:]してくれればすぐおかゆ作りに行くのに[:揺れるハート:]
大阪まで[:ぴかぴか:]
そんな小説とか書いてる場合じゃないし[:悲しい:]
よしくーん[:悲しい:]
だってﾂｱｰのﾘﾊだってやってるよね???
倒れてなければいいけど[:悲しい:]
まひるって変なとこで丈夫ってゆーか。

風邪とか冬に１回ひくだけなんだよね。

２回とかひくこともないし、

まして夏風邪とかひいたためしがない。

『ﾎﾃﾙ・ﾙﾜﾝﾀﾞ』ね。

観なくちゃだけど山梨でもやってるのかなぁ???
一応後で調べてみる。

やってなかったらDVD発売になってから観るよ。
この『ﾎﾃﾙ・ﾙﾜﾝﾀﾞ』って実際のお話なの???
なんか忠義の言う感じだとそんな感じだよね。

うーん。幸せな小さな悩みかぁ。

なんか話の規模は違うけど

忠義の言ってることはよくわかるよね。

実際まひるからしたら忠義が苦しんでいても

何もしてあげられない自分がいてもどかしく思ったりする。

全然忠義の観た映画とは規模の違う話だけどね。

でもﾎﾝﾄに世の中自分の力じゃ何も出来ないってゆー無力さを

味わうことってあるよね。

ﾎﾜｲﾄﾊﾞﾝﾄﾞとかもそうだけど

１人１人の小さな声も大勢が出せば大きな声になる。

だから無力さに嘆くよりも声を出していこうって思うよね。

だから忠義のその気持ちまひるも受け継ぎます。

声をありがとう。



勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ。ｼｮｰﾄ版。（笑

渋谷すばる様

すばるの会ったﾛｯｸｽﾀｰって誰だろ???
すばるのROCK魂ｶｯｺﾖｶｯﾀよ。

内博貴様

ﾋﾟﾛｷに久々に声をかけます。元気ですか???

錦戸亮様

亮ちゃん、ﾎﾝﾄに鳥肌立ったって言ってたよね。

丸山隆平様

正しいなんて誰が決める???
自分???周り???答えなんて出ないけどそれでも
前へ。

安田章大様

章大に何かあったのかなぁ???ってちょっと心配です。
いつも章大は笑ってるから。

人って育った環境も違うから１００％自分とあう人なんて

存在しないのかもしれない。

それでも居心地の良い相手もいるし、居心地の悪い相手もいるよね。

難しいね。

大倉忠義様

早く風邪治してね。

そしてひとつの声をありがとう。

忠義の気持ちちゃんと受け取りました。



村上信五様

良かったね。

兄弟がそうやっていろんなこと本音で語れるようになったことって

素晴らしいよ。これからも家族を大切にね。

横山裕様

ちゃんと伝わってたよ。

いつもヨコはエイトはたくさんの笑いを提供してくれる。

ﾎﾝﾄにありがとう。

そんなわけで今日はこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽ

uriﾀｿ（＠忠義）
ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

ひかるさん（＠忠義）

くーさん（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）

桃さん（＠忠義）

れぃなさん

みずき（＠章大）

真冬（＠忠義）

チュンチュンさん（＠忠義）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

恵音さん（＠忠義）

和子さん（＠忠義）

陽菜（＠仁・亮）
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あすぴぃさん（＠忠義）

真優さん（＠章大）

ゆか（＠忠義）

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）

今日のｺﾒﾚｽはここまでです。

まだの方、ｺﾞﾒﾝなさい。

もうしばらくお待ちください。 uriﾀｿ（＠忠義）
１７日行けなくなっちゃったんだよねー。

まぁ、仕方がないかなぁって。

きっと次もあるような気がするし。（笑

２階の屋根にｱﾝﾃﾅ立てておくんでたちょﾊﾟﾜｰ送ってください。（笑

２日連続してたちょが観れるuriﾀｿが羨ましいよ〜。＞＜
楽しんできてね。

またﾚﾎﾟとか覗きに行くんで。

まひるは貴族は心斎橋のとこに行ったんだけど

やっかし店員さんが男前ばっかしで

しかも丁寧な接客で感動したよー。

今度みんなで貴族しよーね。楽しみ。楽しみ。

あ。あとﾃﾝﾌﾟﾚありがとうねー。

すっごい評判良いですよー。

ｵﾊﾞｹたちょ、すごく気に入ってます。

ｱﾊﾊ。ｵﾊﾞｹにﾚﾝｼﾞｬｰの衣装もちょっと見たかった。（笑

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

「Butterfly I Loved」はﾏｼﾞかっこよすぎ!!!!!＞＜
あれは卑怯だわー。（笑

ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽもめちゃｶｯｺｲｲけどね。

ﾎﾝﾄCD化もしくはDVD化して欲しいと思うなぁ。
うん。やっぱDVDかな。
なんか忠義の笑いのｾﾝｽｱｯﾌﾟしてるよね???
前からたまに言うﾎﾞｿっとした一言が面白かったけど

最近結構通常でも面白い。(笑
わぁー。いいなぁいいなぁ。



たちょの肩に顔乗っけたい!!!!!＞＜（切実
それできたら明日命なくなりますって言われてもいいかも。

ひと時の恋に生きるね。あたしは。（笑

いやいや、ナナ美ﾁｬﾝは今のままで十分可愛いから!!!!!
あぁー。でもさりげなく人に優しく出来る人って

ｶｯｺｲｲなって思うなぁ。

まひるもそうでありたいなって思うよ。

あたしもau使う前がﾄﾞｺﾓだったのね。
で、まだﾊﾟｹ放題とかなくてﾊﾟｹ死してたから

auに変えたのね。
で、またﾄﾞｺﾓに戻したの。

何気に気づいてたんだけどナナ美ﾁｬﾝとまひる、

携帯ｵｿﾛだったよね???（変態
うんうん。みんなナナ美ﾁｬﾝ可愛いって言ってた。

そう。誰かに似てるなぁって思うんだけど

それが誰か思い出せない感じ。（笑

Mｽﾃ、めちゃｶｯｺﾖｶｯﾀよねー。
忠義ｽﾏｲﾙと舌だしにﾉｯｸｱｳﾄされたよ。

TV見ながらﾔﾊﾞｲ!!!!!死んじゃう!!!!!って１人でﾜﾁｬﾜﾁｬ言ってたよー。（笑
山田優ってｳﾀﾜﾗとかで歌ったりしてるの見たことあって

何気に歌うまいし、ﾀﾞﾝｽも出来るしって

思ってたらｱｸﾀｰの出身なんだね。

そう、ｺﾝﾀｸﾄしてないって言ってたから見えてないのかなぁって

思ってたんだけどもっそい見えてるよね。（笑

やっぱｺﾝﾀｸﾄ入れてるんだろうね。

いえいえ、ﾛﾝｸﾞｺﾒﾝﾄ、ｵｰﾙOK!!!!!（笑

ひかるさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

同担全然OKですよー。＞＜
むしろｶﾓﾝって感じですもん。

たちょのﾎﾞｰﾙｹﾞﾄったんですか???
めちゃ羨ましいですぅー。

あたし、未だかつてｹﾞﾄったことがないんですよね。（涙

家宝にしちゃってください。＞＜



ぜしぜし仲良くしてくださーい。

くーさん（＠忠義）

AIRは今も全然聴きまくりですよ。
なんか気合入れたりする時とかも聴くし、

さりげないBGMとしても聴くし、
くるちゃん大好きです。

すば倉ﾗｲﾌﾞすごくよかったですよ。

早く雑誌とかに載らないかなぁって思ってるんですけど。

ﾚﾎﾟとか読みたくて。

「ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽ」も「ﾌﾟﾛ∞ﾍﾟﾗ」もすごく良い曲ですよね。
たちょ愛復活でお互い頑張りましょう。

あ。あと全然敬語じゃなくていいですよー。

前にくだけた感じで話したいと言っていたような。

（あれ違いましたっけ???（笑

りりかさん（＠忠義）

うんうん。

大倉忠義とエイトに感謝だよね。

いえいえ、まひるは何もしてないですから。（笑

ただﾉﾎﾎﾝと生きてるだけの女ですよ。（笑

ｵｰﾙOK!!!!!
いつも心に忠義を!!!!（笑
ちょっとﾎﾟｽﾀｰ入れるﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ捜してて。（笑

ｽｲﾏｾﾝ。てこずってて。（笑

Mｽﾃの忠義、ﾁｮｰﾔﾊﾞｽですよね。
反則技だと思います。ﾎﾝﾄに。（笑

まひるはAIRは常にですね。(笑
１日最低２曲は聴いてますね。

くるちゃん大好きなんですもーん。(笑
最近のAIRも好きなんですけど
やっかし原点は「AIR」とか「24YEARS OLD」ですかねぇ。（笑
あ。TVぴあのやつ見ました。
なんかあーゆうとこがエイトの温かさってゆーか

そんな感じがしますね。



あ。ななさんとお友達になられたそうで。

なんかこのﾌﾞﾛｸﾞがきっかけとか。

なんかそうゆうのって聞くと嬉しいです。

９周年無事に迎えられて良かったですよね。

うん。これからも８→１で。

ﾎﾝﾄ小学生とか中学生のうちから今の芸能界とゆう特殊な

世界に入って苦労してきたと思うんです。

でもそれに負けずに今まで頑張ってこれたってことが

素晴らしいと思うし、

ﾊﾝﾊﾟな気持ちじゃないんだなってすごく思う。

すれてない純粋なエイトメン、見てて尊敬するし、

そんな仲間に出会えたことが最高の宝だと思いますね。

桃さん（＠忠義）

仙台、３階だったんですか???あらぁ。
あれ???桃さんって今、入院されてるんでしたっけ???
（違ったらｺﾞﾒﾝなさい

仙台行けるといいですね。

３階でもどこでもエイトの楽しさは通じてくると思うんで。

まひるもいつも席がどこでも楽しむようにしています。

ってゆーか勝手に楽しいんですけど。（笑

すばるとたちょはｷﾗｷﾗに輝いてました。

今まで見たたちょの中で１番輝いてたような気がします。

いや、いつも輝いてますけど。(笑
もうｸﾘﾊﾟに向けてお金貯めることにします。

でもとりあえずｻﾏｽﾍﾟのｸﾞｯｽﾞとﾂｱｰのｸﾞｯｽﾞが１０月なので

ｸﾞｯｽﾞ地獄です。(笑
あ。やっぱり桃さん、入院されてるんですね。

大丈夫ですか???
仙台行けそうにないんですか???
もうあと２日で仙台ですもんね。

また次きっと行けますよ。

れぃなさん

初めまして。



ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうなんですかぁ???
たちょの視力って0.02なんですか???
まひるも0.05と0.02なんですが家にいる時はほとんど裸眼なんですよね。
TV見る時に眼鏡かけるぐらいで。
ちなみに外に出る時はｺﾝﾀｸﾄしてますけど。

教えてくださってありがとうございます。

また遊びに来てくださいね。

お待ちしてます。

みずき（＠章大）

久しぶり〜!!!!!＞＜
なんか今月のｦﾀ誌でもすばる、ｸﾞﾛｰﾌﾞしてないよね。

なんかまだうっすらと残ってるけど

でもほぼ綺麗に消えてるよね。

なんかﾎﾝﾄのすばるを久しぶりに見た気がする。

そんなｸﾞﾛｰﾌﾞ１つで大げさなとか思うかもだけど

なんかそんな気がするんだよなぁ。

ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽのたちょｿﾛめちゃｽﾃｷだよね。

ﾎﾝﾄあの口角ｷｭｽﾏｲﾙで微笑まれた日にゃｷｭﾝ死だぁ。

ﾎﾝﾄに死ぬかと思ったもん。(笑

真冬（＠忠義）

いやいや、覚えてるって!!!!!＞＜
久しぶりぶり〜!!!!!
入院してたんだぁ???
もう大丈夫なの???
しかも退院したらﾊﾟｿが壊れるなんて!!!!
SHOCK　ME!!!!
もちろんよろこんで!!!!!
これからも忠義好き同士仲良くしてください。

Mｽﾃのたちょ、最高だったよねー。
最初にﾄｰｸもあったし。

あぁーぁ。なんて男前なんだ。ｽﾃﾁ。

え???ﾏｼﾞで???ﾏｼﾞで???



まひるの携帯と真冬の携帯って同じﾀｲﾌﾟのやつ???
これ使ってる人多いよね。

真冬で４人目ぐらいなんだけどｦﾀ友で持ってる人。（笑

芸能人にも多いの???
知らなかったー。

ｱﾏｿﾞﾝで買い物したことあるよ。

本を買ったこともあるし、DVDも買ったことあるよー。

チュンチュンさん（＠忠義）

体調の方は無事生活できてますﾚﾍﾞﾙ???（笑
元気です。元気です。（笑

まひるは爪が短くないとすぐ割れてしまうので

週に２回ぐらい切るんでｺﾝﾀｸﾄに爪が当たったことがないとゆーね。(笑
チュンチュンさんは気をつけてくださいねー。（笑

まひるもたまに引きこもりたくなります。

ってゆーか基本的に休みの日はﾋｯｷｰなんですけど。（笑

あと近くのｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙかﾂﾀﾔをうろついてます。

まひるはMｽﾃ、ﾘﾋﾟってｷｭﾝ死してまたﾘﾋﾟってｷｭﾝ死してって
瀕死ですよ。（笑

まひるさん逝っちゃってー!!!!!って感じですねぇ。
あの笑顔と舌だしは罪ですよね。(笑
なんか仕事とかしてると現実に戻されるじゃないですか???
あれがｺﾝの次の日とかに仕事あると

泣きたくなりますよねー。ﾎﾝﾄに。（笑

HU無事見れました???
癒されたか、ﾄﾞﾁﾄﾞﾁで眠れなかったか。（笑

まひるはﾄﾞﾁﾄﾞﾁで眠れない日々です。（笑

でも布団に入ると３０分で爆睡なんですけどね。（笑

頑張ってるエイトメンに負けないよう

お互い頑張りましょうね。

あ。字は小さくなりました。（ｽﾐﾏｾﾝ

見づらいかもですがしばらくこれでいきますので

ﾖﾛｼｸお願いします。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）



あ。りりかさんとお友達になったんですか???
それは良かったですぅー。

りりかさん、すごく良い方ですよねー。

いえいえ、そんなお礼を言われることは何もしてないですから。

ななさんの人柄ですよ。

ここ２日ぐらいｱﾚﾙｷﾞｰは出てないですね。

まひるも子供の頃から皮膚がﾊｳｽﾀﾞｽﾄに弱くて

古本屋とか行くと腕がかゆかゆの状態だったんですけど

最近は唇とか目にも出てくるようになって。（涙

目薬と唇は相変わらず塗り薬を塗ってますよん。（笑

は。そういや、空に化粧品の相談ってしたことなかったなぁ。（苦笑

今度相談してみます。

なんかとにかく今は睡眠とることを重視して

頑張りたいなと。（笑

お肌は乙女の命ですからね。（笑

髪もですけど。（笑

まひるも全然自分の文章ちゃんと書けてるなんて

思ったことないんですよね。(笑
でも自分の思った通りに書いています。

自分の気持ちに正直に。

恵音さん（＠忠義）

ｱﾊ。そうですか???（笑
これからもｶﾞｼｶﾞｼｺﾒﾝﾄくださいな。

いえいえ。そんな恐れおおいですよー。

なんかでも好きって言われると嬉しいです!!!!!1＞＜
Mｽﾃ良かったですよねー。＞＜
もうﾎﾝﾄ１人、大倉忠義様様状態なんですけども。（笑

ﾄﾞﾗﾑ叩いてる時、めちゃｶｯｺｲｲですよね。

踊ってる時も歌ってる時も何してても最高に

男前なんですが。（笑

あの舌だしは卑怯ですよね。ｷｭﾝ死確実じゃないですか!!!!!
あぁ。わかります。わかります。

首かしげて微笑みながら歌う忠義に萌え萌えして

ﾔﾊﾞｽ状態になりますよね。

「明日」とかﾁｮｰﾔﾊﾞｽですよ。（笑



ｱﾚﾙｷﾞｰはﾊｳｽﾀﾞｽﾄと動物の皮膚で検査に引っかかりました。

そんなわけで愛犬を抱きしめることも

かなり勇気のいる行動になってしまったんですよね。

なんか寂しいです。

和子さん（＠忠義）

あ。覚えてます。（笑

病んでたんですか???
今は大丈夫なんですか???
まひるで相談にのれることだったらお気軽にﾒｰﾙくださいね。

そうなんですよー。

３０日の２部に入って１部に入った方と２部に入った方と

３部に入られる方と２部が終わった後に集まりまして。（笑

軽くｦﾀ会開いてました。（笑

今度はぜひ和子さんも参加しませぅ。（笑

お気軽に声かけてくださいねー。

またお待ちしてます。

陽菜（＠仁・亮）

HU見た???
もうめちゃめちゃ笑ったし、泣いたし、

やっかしエイトって最高だよなぁと思ってた。

忠義、黒髪だと大人っぽいってゆーかｾｸｼｰさが増すよね???
やっすんはね、今日、ｦﾀ誌買ったんだけど

P誌で着てるﾎﾞｰﾀﾞｰのﾛﾝTがｽｯｺﾞｲ可愛くて。（笑
何やっすんが可愛いんじゃなくてﾛﾝTが可愛いのか???（笑
いや、あのﾛﾝTほしいなぁと思って。
あ。mixiでﾏｲﾐｸの申請したっけ???
してなかったらｺﾞﾒﾝ。

即効するわ。

あすぴぃさん（＠忠義）

体調大丈夫ですか???
あんまりﾑﾘしないでくださいね。



まひるもｵｰﾗｽに入ったのでなんかｽｯｺﾞｲ一気にﾄﾘｯﾌﾟしましたよ。

え???ﾏｼﾞですか???
ﾀﾞﾌﾞﾙｱﾝｺの時自分のうちわ発見したんですか???
なんかあれってﾋﾞﾋﾞﾘますよね。

まひるは昔Vのﾋﾞﾃﾞｵにまんまと映りこんでしまった時があって
しかもそのﾋﾞﾃﾞｵ買ってて見たらやっぱり映ってました???状態で。（笑
あれは恥ずかしかったです。

ﾎﾝﾄ演舞城でたちょはｱﾄﾞﾘﾌﾞかなり勉強したなぁって

思いました。

あれからたちょのｺﾒﾝﾄに磨きがかかったんですよね。

Mｽﾃの照史、めちゃｷﾞﾗｷﾞﾗしててﾏｼﾞｳｹでした。
いや、そんな照史１７歳が大好きなんですけどね。

ﾘﾇ、友達にやってもらったんですけど

めちゃめちゃ気に入ってます。

あすぴぃさんって携帯ﾄﾞｺﾓとかauじゃないんでしたっけ???
DL出来るか試しにｻｲﾄ行ってみますか???
あすぴぃさんも山梨ﾊｽﾞﾚたんですか???
なんかお互いｼｮｯｸですねー。

ﾎﾝﾄあんまり山梨当たってる人聞かないんですよねー。

仁担の東京の友達ぐらいで。

ﾎﾝﾄエイトコンってｸｵﾘﾃｨｰ高いですよね。

何度見ても笑えるし、泣けるし、なかなかそんなｱｰﾃｨｽﾄさんも

いないですよね。

真優さん（＠章大）

お久しぶりですぅー。

いつもｺﾒﾝﾄありがとうございますぅー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ、友達に作ってもらったんですけど

めちゃ可愛いですよね。

すごく気に入ってます。

１０周年は相方の空（＠章大）とｹｰｷでも食べながら

お祝いしたいなって思ってます。

真優さんのﾌﾞﾛｸﾞ後でお邪魔しますねーん。

ゆか（＠忠義）



ﾏｼﾞで大倉忠義、最高に男前だよねー。

なんか毎日何かしら見て萌え死してるもん。（笑

うん。山梨ﾑﾘっぽい。（涙

なんかちろり（＠亮）もﾑﾘっぽいみたいだし。

札幌PG発売とか裏山だよねー。
あ。ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽの着うたは昨日ﾒｰｳした通りです。（笑

突然ﾒｰｳしてｺﾞﾒﾝなさい。

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）
ﾘﾇはuriﾀｿ（＠忠義）にやってもらったんだ。
めちゃめちゃ可愛いよねー。

なんか９年ってさ、みんな人生の約半分は今のお仕事して

過ごしてるわけじゃない???
なんかそれがすごいなぁって。

楽なことばっかりじゃなかっただろうけど

それでもめげずに頑張ってきたﾒﾝﾊﾞｰじゃない???
なんかだったらあたしも人生の半分つぎ込むぐらい

何かを頑張ろうって思うな。

あたしは自分の夢に向かって頑張ろうって思う。

あ。ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽの着うた、たぶんﾄﾞｺﾓとauにしか
対応してないかもだけど一応ｻｲﾄ教えようか???



2006.09.08 Fri 大倉忠義はネ申。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

あぢぃよー[:おてんき:]
干からびるかと思った[:悲しい:]
とりあえず帰ってきて速攻ｼｬﾜｰ。

つーか昨日ﾚｺﾒﾝを聴いてたんですけど

昨日、滝様の舞台を観に行ったそうで。

で、ここが肝心。

大倉と。
え???ﾏｼﾞで???
たちょと３人で観に行ったの???
なんか忠義が元気そうにしてるってことだよね???
風邪はなんとかよくなったってことだよね???
忠義、良かったね[:揺れるハート:]
なんとかﾂｱｰに間に合ったっぽい。

でも鼻ｽﾞﾙｽﾞﾙだったらどうしよー[:悲しい:]
喉とか痛かったらどうしよー[:悲しい:]
あ。でも舞台が観れたぐらいだから鼻ｽﾞﾙｽﾞﾙって

こともないか。

問題は喉か。

無事に治ってますように[:揺れるハート:]
まひるより愛を込めて[:ハート大小:]（ﾔﾒﾚ
たちょが呪われる[:悲しい:]

結局南極まだHUも１回しか観てなくて[:ポロリ:]
ﾎﾝﾄはもっそい観たい部分とかあって[:ぴかぴか:]
ﾛｯｸﾒﾄﾞﾚｰなんだけどあそこのたちょのﾄﾞﾗﾑ最高にｶｯｺﾖｽ[:揺れるハート:]
あそこだけでもうｷｭﾝ死してｿﾞﾝﾋﾞ化してｷｭﾝ死してって

感じになれるもん。（笑

ｿﾞﾝﾋﾞ化はしなくていいです[:パー:]



でもﾏｰｼﾞかっこよくてﾔﾊﾞｽだよねぇ[:揺れるハート:]
もうﾄﾞﾗﾑｾｯﾄが前にせり出てくるだけで萌えってなるし[:揺れるハート:]
何に萌えてんだ???（笑
なんか大倉忠義ってﾎﾝﾄまひるにとったらネ申なんだよね。

まひるの大好きな天然ﾁｬﾝだし、ﾄﾞﾗﾏｰだし、（基本ﾄﾞﾗﾏｰ好きな人

男前だし、性格良いし、ﾌｧﾝ思いだし、

不服な部分が１つもないの[:ぴかぴか:]
まぁ、ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄはわかんないけど

関ｼﾞｬﾆ∞の大倉忠義としては最高の男でして[:揺れるハート:]
ｽｯｺﾞｲ大好きだなぁーって思う[:ラブ:]
ﾎﾝﾄこれ以上の男はいないってぐらい好き[:揺れるハート:]
褒めすぎ???(笑
でも褒めても褒めても褒めたりないぐらい

ｶｯｺｲｲなぁって[:ハート大小:]
出会えてよかった[:ぴかぴか:]

まぁ、そんなわけで大倉忠義さんを褒めちぎったところで

今日って「ﾙﾊﾟﾝ三世」だよね???（←次元大介大好きっこ
もうそれが先週ぐらいからずっと楽しみで[:ぴかぴか:]
ﾔﾊﾞｲ。次元が見れるなんてﾁｮｰﾊｯﾋﾟｰ[:ラブラブ:]
もうあのﾀﾊﾞｺをくわえてるしぐさとか最高にｶｯｺｲｲ。

なのでそれまでにﾌﾞﾛｸﾞを更新させて

ゆっくりﾙﾊﾟﾝを見たいと思ってます[:ときめき:]
PS　昔、次元のｽﾄﾗｯﾌﾟ買おうとして空たん（＠章大）に
止められました。(涙

あ。そ。そ。

「ﾄﾏｺﾞﾄ改」にヒナちゃんのことが書いてあったのね。

まひるは斗真が出た「はなまる」を見てないんだけど

その時に「NO　BORDER」の写真を紹介しようと思ったんだって。
それで写真をみんなで集まって撮るって話になったんだけど

どうしてもヒナちゃんだけ仕事が深夜になって

しまって都合がつかない[:悲しい:]
そしたらヒナちゃんが斗真に写ﾒを送ったんだって。

その写真を使えと。（爆笑



なんかしかも３枚ぐらいいろんなｼｮｯﾄで送ったらしくて。

（ﾏｼﾞｳｹる

で、まぁ、結局ヒナちゃんの仕事終わるの待って

みんなで集まって写真撮ったらしいんだけど

「はなまる」ではその写真公開しなかったらしい。

で、滝つの「うたばん」の時に公開したらしくて。

またしてもまひるは見てなかったです[:悲しい:]
ま、それで斗真の携帯にヒナちゃんの写ﾒが残る形に

なったらしく。（爆笑

そんなお茶目なヒナちゃんがあたしは好きです[:ラブ:]
あぁ、もうね、「NO　BORDER」の行動がつかめないのよ[:悲しい:]
前はヒナちゃんのWebから始まったんだけど
今度誰から始まるのかわからないから

とりあえず全員のWebをﾁｪｯｸしてるんだけど[:たらーっ:]
ちなみに色はﾋﾟﾝｸだけは絶対斗真だって確信してるのね。

あの人、hide好きでしょ???
で、そうゆう理由からﾄﾏｺﾞﾄもﾋﾟﾝｸをいつも使ってるのね。

だから絶対ﾋﾟﾝｸは斗真だと思ってます。

あと何色があるのか忘れたので予想は書きませんけど[:汗:]
と、何気に斗真好きなまひるさんでした[:ぴかぴか:]
ちなみに斗真が最近ﾊﾏってるあんこ巻って

まひるも好き[:ラブ:]
あんこ巻ってﾏｼﾞｳﾏｲよね[:ぴかぴか:]
久々に食べたくなったから今度お友達誘って

食べに行こうっと[:ぴかぴか:]

あ。「ﾎﾃﾙ・ﾙﾜﾝﾀﾞ」山梨じゃ、上映終了してた。

これって１月からやってる映画なんだね。

じゃ、DVDで見れそうだなぁ。
TSUTAYAでﾁｪｯｸしてこよ。

関ｼﾞｬﾆ∞のみなさん、明日からの
ﾂｱｰ頑張ってください[:ぴかぴか:]
無事に最後まで頑張れますように

お祈りしています。



ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.09.09 Sat HUにおける大倉忠義萌えﾎﾟｲﾝﾂ。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか昨日時間がなかったけどどうしても

HUが見たかったので
好きなﾁｬﾌﾟﾀｰだけ見たのね。

最初の好きやねんの忠義の投げﾁｭｳ、

いろは節でｽﾃｨｯｸで客席指してるところ、

いろは節のﾄﾞﾗﾑ、ﾐｾﾃｸﾚのｾｸｽｨｰ忠義、Heat is onのﾀﾞﾝｽ、歌、
Carnivalの忠義ｽﾏｲﾙ、
群青涙、ﾔｼﾞﾙｼ、Eden、無限大、
ﾛｯｸﾒﾄﾞﾚｰ（１０回ﾘﾋﾟってみた）と忠義中心に見たんだけど

ﾏｰｼﾞﾛｯｸﾒﾄﾞﾚｰとか最高[:揺れるハート:]
ﾎﾝﾄにﾄﾞﾗﾑｾｯﾄがせり出てくるだけでﾔﾊﾞｽ!!!!!
もっそいﾄﾞﾁﾄﾞﾁ[:揺れるハート:]
ちなみに群青涙はすばるｿﾛだけど

もっそい大好きなのでﾘﾋﾟってみました[:ラブ:]
もう好きやねんの投げﾁｭｳなんてﾁｮｰｴﾛくて殺す気ですか???
ﾏｼﾞすごいなって[:ぴかぴか:]
ﾄﾞﾗﾑｿﾛなんて忠義のﾊﾟﾜﾌﾙなﾄﾞﾗﾑが余すとこなく

出ててﾏｼﾞでｶｯｺｲｲし[:揺れるハート:]
なんか最後立ち上がって叩くとこなんて

最高に男前だし[:揺れるハート:][:ぴかぴか:]
とにかくﾃﾗｶｯｺﾖｽ[:ハート大小:]
たぶん探せばもっともっと萌えﾎﾟｲﾝﾂはあるはず。

また追々探していきます。

つーかこのﾊﾞｶ[:パソコン:]が顔文字が出る時と
出ない時があって今全く持って出ないので

ﾏﾝｾｰとか

ｷﾀｰとか
顔文字を使って書きたいのに全く出てこない。（ﾁｰﾝ



何このﾊﾞｶ[:パソコン:]は[:むかっ:]
出る時はむちゃんこ出てくるくせに。

肝心な時に出てこない[:パンチ:]
最悪だ[:悲しい:]

あ。じゃ、そろそろ仕事行かないとならないので

夜書けたら書きます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ﾗﾝｷﾝｸﾞ頑張ってます。

みなさんのおかげです。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.09.09 Sat ﾂｱｰ初日。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目の登場大倉担まひるですけどもー。

今日、もっそい忙しくて

ちょっと泣きそうだった[:悲しい:]
もうﾌﾗﾌﾗだったもん[:悲しい:]
なんかしかもしばらく休み減らして欲しいとか

言われて

え???ﾑﾘ!!!!!
死んじゃうじゃん[:悲しい:]
今でもいっぱいいっぱいなんだって[:パー:]

あ。今日、エイトのﾂｱｰ初日だったね。

無事に終わったのかな???
明日もあるし、とにかくよく寝てよく食べて

頑張って欲しいです[:ぴかぴか:]
すばるとかすぐ痩せちゃうから[:ポロリ:]
忠義は体重ｷｰﾌﾟ出来てるのかな???
５ｷﾛ減って言ってたし[:揺れるハート:]
なんかまひるの[:メール:]送信画とか見ると
ちょっとﾎﾟｯﾁｬﾘしてるのね[:揺れるハート:]
それを見るたびに痩せたなぁと[:揺れるハート:]
でもﾎﾟｯﾁｬﾘしてる忠義でも全然構わないんだけどね[:ラブラブ:]
どんな忠義でもｵｰﾙOK[:ぴかぴか:]
そ。話は戻ってﾂｱｰの話なんだけど

どんな感じかなぁ???
とりあえずしばらくしたらﾚﾎﾟ探しでもしてみよ[:ぴかぴか:]
∞ﾚﾝｼﾞｬｰとかやってるのかなぁ???
なんか結局行けないんだなぁって

今日になって改めて実感してみた[:悲しい:]
なんか今日、１日ﾂｱｰのこと気になっちゃって。

なんか妄想族だから１日妄想。

今頃エイトのみんな笑ってるんだろうなぁとか



誰かに手を振ってるんだろうなぁとか

ｼﾞｪﾗｼｰ[:ムニョムニョ:]
自分も行けるんだったら別にそんなに悶々としないけど

自分が行けないから内容とか

気になっちゃって[:たらーっ:]
なんか切ないね[:悲しい:]
でも行ける人は十分楽しんできてください[:楽しい:]

なんかﾏｲﾎﾞｽって来週が最終回になるのかな???
最後みんなに正体ﾊﾞﾚそうだよね。

担任の先生にはﾊﾞﾚてなんかすごく冷たく

あしらわれてたし[:ポロリ:]
今日はそんなに面白くなくて来週が気になる感じ。

TOKIOが歌ってる主題歌がすっごい好きで[:揺れるハート:]
CD買おうかちょっと迷ってる。
あ。でも休みの日にTSUTAYAに行って
「ﾎﾃﾙ・ﾙﾜﾝﾀﾞ」借りてこようと思ってるから

なんかいろいろﾚﾝﾀﾙしてこようかなぁって[:ぴかぴか:]
あらすじとかは読んだのね[:ポロリ:]
なんかそれだけでｽｺﾞｲ話だなぁって思って

ちょっと興味持った。

あ。じゃ、短いけど

今日は寝る。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.09.10 Sun ２０THおめでとう!!!!!

HAPPY　BIRTHDAY
HIROKI　UCHI　
２０TH!!!!!

ﾋﾟﾛｷ、誕生日おめでとう!!!!!
いつ戻ってきてもいいように心の準備はしてるから。

だからいつまでもこれからもエイトの末っ子として

ﾋﾟｶﾋﾟｶの笑顔を飛びっきりの笑顔を

見せて欲しいと思います[:ぴかぴか:]
ﾋﾟﾛｷの笑顔が好きです[:揺れるハート:]
早く完全体の関ｼﾞｬﾆ∞を。
２０歳おめでとう!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いや、あまりにもしんどくて

仕事早退しました[:悲しい:]
たぶん女の子の日の前で体がﾀﾞﾙｲんだとおもー[:悲しい:]
腰も痛いし。

職場の人に栄養ﾄﾞﾘﾝｸもらったから

それ飲んで２時間ぐらい寝たらﾗｸになった[:ぴかぴか:]
ﾏｼﾞしんどかったー[:悲しい:]
で、少ｸﾗを見たんだけど

ROCKﾒﾄﾞﾚｰ以外曲が全然わかんねー。
考えたら少ｸﾗ見たのなんて数ヶ月ぶり。

あ。でも今日、BADBOYSとか出てたし
GYMとか出てたし、ゆっちのREAL　FACEの舌打ち見れたし。
しかもまひるの大好きな光りんがいっぱい出てきたし。

つーか今日初めて知った。

光ってちょっとお笑い方向に走ってるんだね。(笑



なんか持ちﾈﾀとしてｷﾞﾀｰの弦の切れた人とか

やってたし。(笑
でも声変わりとかまだっぽいし[:ぴかぴか:]
そりゃただよっちゃんもあっちの毛が生えたのか気になりますねぇ。

（↑気にすな

ﾎﾞｰﾎﾞｰだから!!!!!（←見たんか???
あぁ。そんなことを言ってる忠義はもうｵｯｻﾝの域だと

思うわー[:悲しい:]
ｵﾔｼﾞ的ｾｸﾊﾗ発言じゃん[:悲しい:]
ま、とにかく八乙女光が可愛かったんですって!!!!!
もうﾎﾝﾄ、滝沢演舞城とか忠義が出てない時は

ずっと光、ｶﾞﾝ見[:びっくり:]
ﾃﾗｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]
あ。そういやずっと気になってるのが太陽の身長ね。

１８５ってﾏｼﾞ???
大倉忠義よりも田口淳之介よりもﾃﾞｶｲのか???

ﾏｰｼﾞでｰ???
なんせ日曜日に仕事してるからﾔｰとかが出てる番組

見た記憶がないから太陽の身長とか全然知らないのよねーん[:汗:]
と思ってWeb見たら１７４ってあった。（爆笑
騙された[:むかっ:]（←誰にだよ
なんか１７４に妙に納得[:モグモグ:]
なんかずっと気になってたからすっきりしたわ[:ぴかぴか:]
早くWeb見ろって話ですわ[:たらーっ:]

つーかすでに栄養ﾄﾞﾘﾝｸの効果が切れてきて

体がﾀﾞﾙｲ。

なんかだって栄養ﾄﾞﾘﾝｸ見たこともないﾗﾍﾞﾙだったし[:悲しい:]
ﾘﾎﾟDの６０倍の効き目とか言ってたけど
全然。

やっぱ飲むならﾁｮｺﾗBBかｱﾘﾅﾐﾝだよね[:ぴかぴか:]（←ｵﾊﾞﾁｬﾝ
もう今日は早く寝るに限るね。

でもね、今日確か「X-MEN２」がやるんだよね。
X-MEN大好きでさ。（←ｱﾒｺﾐかぶれ
基本的に非現実的なものが好きなのである。

ま、言い直せば夢があるってことかな[:ぴかぴか:]



そんなわけで会社の人にわけのわからぬ

栄養ﾄﾞﾘﾝｸを飲まされ、自分で買って帰ればよかったと

後悔しつつ

今からHU見まーす[:揺れるハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

PS　ﾘﾝｸの貼ってあるuriﾀｿ（＠忠義）とｵｿﾛの
　　ﾃﾝﾌﾟﾚなんだけど

　　忠義ｵﾊﾞｹが今日はuriﾀｿのところではﾋﾟﾛｷｵﾊﾞｹに
　　なってるので

　　見てみてー。

　　めっちゃｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.09.11 Mon ２２THおめでとう!!!!!

HAPPY　BIRTHDAY
SHOTA　YASUDA
22TH!!!!!!

章大、２２歳おめでとう!!!!!
すごくみんなに優しくて音楽が大好きで

かんなり乙女ちゃんでおしゃれさんで

そんな章大が大好きです。

いつまでも可愛い乙女ちゃんな章大で

いてください[:揺れるハート:]
乙女ちゃんだけど案外男らしい一面も

持ってるよね。(笑
これからもエイトﾒﾝのいじられ役で

いて欲しいです[:ぴかぴか:]
誕生日おめでとう。

２２歳という年が章大にとってHAPPYな１年で
ありますように[:ぴかぴか:]

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

うー。友達（♂）の先輩に連絡先聞かれてﾏｼﾞで

教えてしまったー!!!!![:悲しい:]
ﾊﾞｶだ。

なんか飲みのお誘いだったんだけど

普通にﾒｱﾄﾞとｹｰ番教えてしまったー!!!![:悲しい:]
即効仕事から帰ってきたら[:メール:]きてたー[:悲しい:]
最高にｲﾔ[:悲しい:]

最大にｷﾓｽ!!!!!
とりあえずお断りの[:メール:]をしなくてはー[:悲しい:]



ﾏｼﾞそうゆうの嫌いなのね。

信頼出来る友達の先輩だったらまだいいけど

全然信頼出来る友達じゃないし。

まぁ、丁重にお断りするでござるよ。

つーかｽﾏｽﾏ見てるんだけど

ﾔｯﾊﾞｲ。ENJOYｵﾔｼﾞがｶｯｺｲｲ[:揺れるハート:]
佐藤浩市さん大好きなんだよねーん[:揺れるハート:]
なんかしかもﾌﾟﾗｲﾄﾞの打ち上げの話が

面白かった。

普通に佐藤浩市さん、ﾆﾙｳﾞｧｰﾅとか歌えるんだ???

すっげ!!!!!
ますますｶｯｺﾖｽ[:揺れるハート:]

とりあえず一旦終了します。

また後で書きますねーん。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.09.12 Tue ﾆﾙｳﾞｧｰﾅを１日２回。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーかｼｮｯｷﾝｸﾞなことを聞いて動揺してます。

なんかもしかしたらなんだけど

ｸﾘﾊﾟにはエイトが出ないかも[:悲しい:]
なんかもしかしたら照史達が引き継ぐかも。

今日(日付的には昨日)収録の少ｸﾗで照史がそんなようなこと
言ってたらしい。

ｸﾘﾊﾟとは言ってなかったみたいだけど

時期的にｸﾘﾊﾟのことではないかなと[:悲しい:]
ちなみに「毎年関ｼﾞｬﾆ∞がやってるｺﾝｻｰﾄを僕達が
引き継ぐことになりました。」みたいな発表だったらしい。

やっかしｸﾘﾊﾟだよね???
まぁ、詳しいことはわからないので

正式発表を待ちましょう[:ポロリ:]
((；ﾟДﾟ)ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

つーか今日になったら[:パソコン:]顔文字出るのね[:むかっ:]
何様だよ。

あぁー[:あせあせ:]ｸﾘﾊﾟにエイト出なかったら
まひるはいつ忠義に会えるんだ???
ﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞだって出るかわかんないんでしょ???
じゃ、出るかどうかわからない

滝沢演舞城???
((；ﾟДﾟ)ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

えぇー???
半年ぐらい先の話なんですけど[:悲しい:]
そんなに待てません[:悲しい:]
なんかもしかして今日ってまひるさんの噂の

ｽｰﾊﾟｰﾍﾀﾚDAY???
１年に１度あるんだよねぇ。

何やってもついてない日。



なんかしかもこの間、変な勧誘の電話入ってたしなぁ。

なんか最寄の駅まで仕事終わってからこれますか???ってやつ。
誰が行くかﾎﾞｹ!!!!
この勧誘３回目。

ｷﾀｷﾀｷﾀｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ≡(ﾟ∀ﾟ≡ﾟ∀ﾟ)≡ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

明日、雨が降ったら弟に[:病院:]へ[:車:]乗せてって
もらうことにしたんだけど

出来るだけ自分の力で行きたいし、

帰りに光ちゃんのｱﾙﾊﾞﾑ買いたいし[:ぴかぴか:]
ｷﾀｷﾀｷﾀｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ≡(ﾟ∀ﾟ≡ﾟ∀ﾟ)≡ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

じゃ、ほな寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

あ。今、きらきらｱﾌﾛ見てたら

またﾆﾙｳﾞｧｰﾅの話してた。

知らんやろ???って松嶋さんが言ってて。
えぇ???
普通にﾆﾙｳﾞｧｰﾅ知ってますけど何か???

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。
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2006.09.12 Tue xxx...

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾐﾗｺｰ[:ぴかぴか:]
降水確率８０％のとこ午前中に[:病院:]に行ったんだけど
[:あめ:]降らずに無事生還[:ぴかぴか:]
しかも光ちゃんのｱﾙﾊﾞﾑﾌﾗｹﾞ!!!!!
今聴きながらこれやってます[:ぴかぴか:]
つーかｼﾞｬｹ写に萌え。

ｷﾀ━━━━ヽ(ﾟ∀ﾟ )ﾉ━━━━!!!!
ちなみに通常盤を買ったんだけど

ﾀﾝｸﾄｯﾌﾟで腕がもっそいたくましいの[:揺れるハート:]
なんか山久の乳ﾓﾘﾓﾘはｲﾔだけど

光ちゃんの腕は好き。

ｼﾝｸﾞﾙの時も背中がすっごい引き締まってて

ｽﾃﾁだったし[:揺れるハート:]
いいなぁ。いいなぁ。

華奢なんだけど鍛えてる部分は鍛えてるってのが

１番だよね[:揺れるハート:]
ぜし大倉忠義さんにも目指して(　ﾟдﾟ)ﾎｽｨ…。
あ。華奢って部分でもう違うけど[:たらーっ:]
でも今の大倉忠義さんでまひるは十分満足しておりまする[:ハート大小:]
でも腕がたくましいと萌え[:ラブ:]ってなるよね。
忠義の腕ももっそいたくましくて好き[:揺れるハート:]
ﾄﾞﾁﾄﾞﾁですよ[:ハート大小:]
ﾄﾞﾁﾄﾞﾁ???

はい。ｷﾀ━━━━ヽ(ﾟ∀ﾟ )ﾉ━━━━!!!!
もうね、[:パソコン:]が顔文字出る時と
出ない時があるから顔文字辞書、もう１度DLしてやったなりよ!!!!!
なのでこれで大丈夫ではないかと···｡（笑

あぁ。それより滝つのDVDが欲しいのですよ[:ぴかぴか:]



どっちかと言えばｼﾞｬﾆ伝統の歌とﾀﾞﾝｽを

受け継いでるのがつばちゃんでしょ???
だからつばちゃんのDVD欲しいんだけど
まひるは滝様も好きなので

滝つのDVDが欲しいのです。
そしてSHOCKのｻﾝﾄﾗも欲しいのですが
これは焼こうかなぁって思ってます。

なんかもう焼く基準とか買う基準が自分でも

さっぱり。（笑

ｹﾘｰさんのｱﾙﾊﾞﾑも買ってないからこれも焼く。

あとVのﾍﾞｽﾄ盤も欲しいんだよなぁ。
TSUTAYAに３種揃ってるのかなぁ???(ﾚﾝﾀﾙで
でもこれはやっぱ欲しいから来月買おうかなぁ[:てれちゃう:]
なんせ剛つんLOVE[:揺れるハート:]ですから!!!!!
ﾏｼﾞねぇ、どうして森田剛担当じゃないのか

おかしいと思うぐらい大好きなのね。

でもねぇ、もう殿堂入りって感じなんだよね[:ぴかぴか:]
ｱﾂ兄とかもそうだけど。

見るとｶｯｺｲｲとか思うんだけど

何か違うんだよね。

たまに見れればいいしって思う程度だし。

でも忠義はずっと見て居たいんだよね[:ぴかぴか:]
わかる???この違い。
忠義の成長を見守っていきたいの。

一緒に成長していきたいって思うし。

ま、そんなわけで大倉忠義担当やってます[:ぴかぴか:]

あ。そ。そ。

昨日初めて気づいたんだけど

MR.BIGのｷﾞﾀﾘｽﾄがやってる番組があって
ﾒﾀﾙ番組なんだけど

前にｷﾞﾓﾝの時か裏ｼﾞｬﾆの時かの後番組でやってたのね。

なんかで、終わっちゃったのかなぁ???とか
結構ｼｮｯｸだったんだけど

番組名とか時間とか変わって

月曜日にやってた。



昨日見たんだけど結構面白くて

音楽好きな人は好きなんじゃないかと。

まひるも昔は絶対ﾒﾀﾙとか苦手かなぁとか

思ってたんだけどなんかあの番組見てから

ﾒﾀﾙの面白さにﾊﾏった[:ラブラブ:]
ｷﾞﾀｰ、もう１度勉強したいなって思うけど

絶対小指で挫折するんだよね[:悲しい:]
ﾍﾞｰｽは大丈夫なんだけどねー。

でもｷﾞﾀｰがｻﾗﾘと弾けるとｶｯｺｲｲよね???
はぁー。章大が裏山ｼｽ。

あ。そういえば章大の誕生日の時のﾁﾝﾊﾟと男前さんのとこの

男前さんのﾒｯｾｰｼﾞすごく良かったよね。

なんかあーゆうことってなかなかﾃﾚて口にしたり

文章にしたり出来ないじゃない???
でもすばるのﾒｯｾ読んだらﾎﾝﾄにほっこりした[:嬉しい:]
ありがとうすばる。

はなおつー。

夜書けたらまた書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。
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2006.09.12 Tue 常にｷｭﾝ死。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

家にいる時の雨が好きな大倉担まひるですけどもー。

黒髪ｾﾝﾀｰ分けの大倉忠義さんに萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]しつつ
今日って何回目???（笑
暇人でｺﾞﾒﾝなすって!!!!!
だってだって[:あめ:]の日はどこにも
出かけられないんですもん[:悲しい:]
でもいいや。午前中に[:病院:]行って
光ちゃんの[:CD:]も買えたし[:ぴかぴか:]
一応本日の目標は達成してることだし、

後はｽｶ☆Jと「劇団演技者」の総集編見ればﾊﾞｯﾁﾘ[:ぴかぴか:]
でもちょっと眠い[:眠たい:]
４時間ぐらいしか寝てないんだよねー[:汗:]
そんなんだからﾆｷﾋﾞが治らないしさー[:悲しい:]
ﾎﾝﾄ、今忠義に見せられないぐらいﾋﾄﾞｲ顔してるもん[:悲しい:]
（↑世間基準じゃなくすべて忠義基準

世間基準に戻せ。

そ。そ。X-MENの映画が見たいのですよ。
この間、２を見て久々にﾊﾏったので

そんな萌えっとなってるうちにﾗｽﾄを見たいなと[:てれちゃう:]
あと東京ﾌﾚﾝｽﾞも見たいし、ﾊﾞｯｸﾀﾞﾝｻｰｽﾞも何気に

見たかったりする。

ひっそりこっそりhiroが好きだったりする[:揺れるハート:]
平山あやは好きじゃないけど[:たらーっ:]
大塚愛とか曲は聴くけどｷｬﾗ好きじゃないし[:たらーっ:]

どんだけ???

so young bluesがｱﾙﾊﾞﾑに入ってた記憶がまったく
ないんですけど!!!!!
なんかたぶんｺﾝｻｰﾄで見た記憶の方が強いんだな。



何気にｷﾝｷのｱﾙﾊﾞﾑ全部持ってるくせに。（笑

（↑しかもｿﾛのｱﾙﾊﾞﾑもちゃんと持ってる人

あぁ。しかも５年前ぐらいってまひる的に１番

忙しかった時期だ。

たぶん高校卒業とかですったもんだしてた時期でしょ???（笑

あぁ。今、初めてすば倉BANDの時の忠義の個人写真見た。

神ｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━!!!!

ﾏｼﾞで黒髪ｾﾝﾀｰ分け萌え[:揺れるハート:]
（↑結局南極忠義なら髪型なんでもいい人。

痩せたからか目のｸﾘｸﾘっと大きいのが目立つ。

黒も似合うけど白も似合うよね[:揺れるハート:]
でも何気にﾋﾟﾝｸとかも好きなんですけど[:揺れるハート:]
（↑結局南極忠義なら何着ててもいい人。

大倉忠義、ヽ(´ー｀)ノﾏﾝｾｰ。

あぁー。今、ﾁｮｰﾊｯﾋﾟｰ[:揺れるハート:]

大倉忠義に埋もれて死にたい。（切実

萌え死[:ハート大小:]させておくれよ。

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明日やります[:揺れるハート:]
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2006.09.14 Thu 萌え。萌え。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は帰ってきてから疲れていたので

すぐﾍﾞｯﾄﾞの中へ。

で、愛ｴﾌﾟとｶｸﾚｶﾗｸﾘ見た!!!!!
愛ｴﾌﾟ面白かった[:ぴかぴか:]
肝食べて汗だくになってる光ちゃんがｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]
元気ｲﾊﾟｰｲ!!!!（笑
それでｶｸﾚｶﾗｸﾘ。

ｼｹﾞたん、もっそいｶｯｺｲｲ[:ぴかぴか:]

加藤成亮、萌え。
人の名前覚えないとことかｵﾓｼﾛ要素がいくつか

入っててﾏｼﾞ面白い。

運転手の松川だっけ???
そいつ捕まえて腕を後ろで締め上げてる時の

阿部ちゃん（ｼｹﾞたん）我を忘れて

腕折りそうになってた。（ﾔﾊﾞｽ!!!!!
実際のｼｹﾞたんはもっそいﾍﾀﾚだとｵﾓｰ。（笑

もうとにかくｼｹﾞたんの男前要素がたくさん含まれていた

ｶｸﾚｶﾗｸﾘなのでした。

でも話の最後がよくわからなかった[:たらーっ:]
えぇー???
両家で１２０年前に双子をわけたってことは

両家は血の繋がりがあるってことじゃないの???
違うの???
そこがもっそい疑問で。

原作を読もうかなぁーと。

なんか思ってた感じと話は違ってたけど

でも面白かった[:ぴかぴか:]

あーぁ。

つーかつーか別ﾌﾚ買った???



なんか買ったんだけど開き方がわからず

悩むこと１０分。

真ん中から裂けることが判明。

半分に分けて見ると

ｷﾀ━━━━ヽ(ﾟ∀ﾟ )ﾉ━━━━!!!!

丸ちゃんに寄りかかり寝ている忠義がー!!!!!!
一通り見て個人ﾍﾟｰｼﾞを見ると

神ｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━!!!!

忠義がもっそい男前!!!!!

しかもちょっと顔がｴﾛｲ[:揺れるハート:]（笑
ﾔﾍﾞｰ。久々に雑誌見て悩殺された[:ときめき:]
しかも漫画の方のｲﾗｽﾄちょっと載ってたんだけど

すっごいﾒﾝﾊﾞｰの特徴掴んでるの。

特に個人ﾍﾟｰｼﾞの横に載ってたやつがﾒﾝの立ち方を

すっごい特徴掴んでて漫画たぶん買うなぁって思った。（笑

（↑単純なあてくし

あ。で、個人ﾍﾟｰｼﾞで気づいた。

ヨコがﾋｹﾞ。(笑
しかも顔がやっぱりｼｬｰﾌﾟになってる。

なんか妙に男前なんですけど!!!!!
萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]

で、女性自身ね。

丸ちゃん明らかに目つきがｴﾛｲんですけど!!!!!（笑
ﾏｼﾞｳｹる!!!!!



いや、でも面白かったんですけど。

「僕、汗かきなんです。」発言に爆笑。

丸ちゃんは絶対変な汗かいてたんじゃないのーん???（笑
つーかこれ雑誌じゃなくてTVで見たかったなぁって[:ぴかぴか:]
あぁ。でもほんじゃにとかｽｶ☆Jでやられたら
ｼﾞｪﾗって見れない気がする[:ポロリ:]
あーぁ。忠義が何やるのかもっそい楽しみだなぁ[:ぴかぴか:]

あ。なんかね、友達の先輩に連絡先聞かれて教えて

しまったって話に続きがあって

なんかね、毎日絵文字満載でﾒｰﾙが来るのですよ。

２日目ですでにいつ合える???とか
聞いてきてｳｻﾞｽだったから

丁重にお断りしました。

昨日断りのﾒｰﾙを夜１１時頃入れたんだけど

今日何もﾒｰﾙが来なければ安心かなと。

ま、そんな感じかな。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

ｽｲﾏｾﾝ。

疲れてて[:汗:]
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2006.09.16 Sat 大倉忠義は常にｴﾛ目線。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、１２時から仕事だったので

朝ゆっくり寝てようかと思ったら

近所の小学校が運動会で朝から「青春ｱﾐｰｺﾞ」の

ｵﾝﾊﾟﾚｰﾄﾞ[:悲しい:]
行進曲が「青春ｱﾐｰｺﾞ」だったから

もうひたすらｱﾐｰｺﾞ、ｱﾐｰｺﾞですよ[:悲しい:]
ﾃﾗﾜﾛｽ。

つーか「ﾏｲﾎﾞｽ」めちゃ感動なんですけど[:ポロリ:]
なんか途中から見たから先週の続きが

どうなってとか見てないんだけど

退学になったんだねー[:ポロリ:]
うぇーん。うぇーん[:悲しい:]
亀ちゃんのﾄﾞﾗﾏのCM初めて見たんだけど
なんか萌えた[:揺れるハート:]
全然ｽﾄｰﾘｰとか知らないんだけど

楽しみだなぁって。

ちなみに昨日、ﾀｲﾖｳのうたの最終回見たんだけど

普段ほとんど見てなかったから

あんまり実感みたいなのがなくてね[:ポロリ:]
しかも沢尻ｴﾘｶたんは１ﾘｯﾄﾙの涙の時の

髪型の方が可愛いと思われ。

そ。そ。

それでJUGEMにﾏｼﾞｶﾙﾒｰｶｰってやつが
ついてるんだけどちょっと気になってて

どう遊ぶのかちょっと試してみたいんだけどなぁ。

明日ゆっくり試してみようかなぁって。

明日、１４時ぐらいから暇なんだよね。（笑



ﾎﾝﾄはすば倉BANDのﾗｲﾌﾞ行く予定で
仕事の休み取ったらｵｶﾝがおじいちゃんの[:病院:]に
行って欲しいっていうから午前中は[:病院:]行って
昼過ぎから時間空いちゃって

何しようかなぁって。

でも少ｸﾗﾌﾟﾚﾐｱﾑがﾘｱで見れるのは嬉しい[:ぴかぴか:]
今週のｽｶ☆Jあんまり面白くなかったし。
なんかﾈﾀが古くてついていけなかった。（笑

しかもエイトとおめぐの距離感に嫉妬[:泣き顔:]
なんか可愛くなければ嫉妬もしないんだけど

おめぐ可愛いんだもん[:揺れるハート:]
忠義ｶﾒﾗがおめぐにｱｯﾌﾟになった時、

もっそいﾄﾞﾁﾄﾞﾁしたもん[:揺れるハート:]
あぁー。でも亮ちゃんの腕枕した感じってゆう

忠義のｺﾒﾝﾄに普段から忠義はそのｴﾛ目線なんですか???
って思ったもん。（笑

明日、ﾗｲﾌﾞ頑張って[:揺れるハート:][:揺れるハート:][:揺れるハート:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明日か来週中にはｺﾒﾚｽやりますぅ。
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2006.09.17 Sun ﾌﾟﾚﾐｱﾑ見ています。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

おじいちゃんの[:病院:]から今帰ってきた。
結局１５時ぐらいまでかかってもうた。

この間の火曜日行けなかったから

洗濯物とか溜まっててｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰで洗濯して

置いてきた。

おじいちゃんはもうしゃべる力も食べる力も

残ってないので

気管から管が通してあってそこから

食事を流し込んでいる状態です。

だから肺炎とかになりやすくて月に１回ぐらい

ﾔﾊﾞｲなってゆう時があります。

なんか痴呆になって末路がこれってすごい可哀想な

気がします。

おばあちゃんみたくほぼ植物人間みたいで

切ないなぁって。

あ。話が暗くなったので変えましょうね。

今日、すば倉BANDの１部かな???
ヨコ、ヒナ、丸、やっすんがご来場のようです。

でも丸ややっすんは複雑な心境じゃないかなぁって。

ﾎﾝﾄだったら自分が立っててもおかしくないｽﾃｰｼﾞでしょ???
特にやっすんとかﾗｲﾌﾞやりたかっただろうなって。

でもたぶんね、丸とやっすんが悪いんじゃなくて

丸とやっすんが入ったらエイトのｺﾝｻｰﾄの延長みたいな感じに

なるでしょ???
たぶんそれを避けたかったんじゃないかなぁって。

だからすばるのﾗｲﾌﾞをやるに当たって

ﾁｮｲｽされたのがたまたま忠義だっただけだと思うんだよね。

これがいい感じにエイトと区別されてて

ﾎﾝﾄにﾗｲﾌﾞだなって感じ[:ぴかぴか:]



だからこの先すばるBANDとしてのﾗｲﾌﾞも十分考えられると
思うし、丸、やっすんﾌｧﾝの方も今回のﾗｲﾌﾞは

納得のいくﾗｲﾌﾞではないでしょうか[:ぴかぴか:]
昨日、福井ｺﾝだったんだけど

お約束の玉子焼肉のことを１部ですっかりやっすんが忘れてたようで

ﾒﾝに突っ込まれたそうです[:たらーっ:]
２部では改めましてって感じで

亮ちゃんに絡んでいったらしい。(笑
つーか忘れるって!!!!!!
安田章大よ。お主もｱﾙﾂﾊｲﾏｰか???（笑
いやいや、まひるはとっくにｱﾙﾂﾊｲﾏｰですけど[:たらーっ:]
ﾎﾝﾄ物忘れが激しくてﾔﾊﾞｲ。

この間なんて妻夫木くんの苗字がどうしても思い出せなくて

結局次の日ぐらいにふと思い出して

あぁぁぁーあって[:悲しい:]
そんな毎日ですけどやっぱりﾔﾊﾞｽですか???

じゃ、短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。
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2006.09.18 Mon あぁぁぁぁーーーーぁあ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

昨日休んだから１日しか働いてないんだけど（ﾊﾀﾗｹ

疲れたよーん[:悲しい:]
なんか女の子の日に全然ならないんですけど。

忠義の子か???（確信

もちろんｳｿです。（逝け

あぁぁぁーぁあ。

ﾏｼﾞだったらいいのに。（切実

想像妊娠???

いや、いつも遅れ気味なだけです。

なんか今、もっそい鬱だし、体調悪いし、

最悪よ[:悲しい:]
ﾌﾞﾛｸﾞ書くのもやっとだし、

[:メール:]に返事するのもやっとだし、
死にかけ[:悲しい:]
瀕死ですけど何か???

でも一瞬石田勇也の「１００万年待ったんですけど。」

のｾﾘﾌに萌え[:揺れるハート:]ってなって
癒されたよ。

いやーん。



まひるさんも大倉忠義さんを待つなら

１００万年でも待っちゃうんですけど[:揺れるハート:]
ｷﾓｲからﾔﾒﾚ

灰になっても待ち続けるよ[:ハート大小:]

つーか今日財布の中見たら６３５円しか入ってないの[:悲しい:]
久々にﾋﾞﾋﾞﾘやした[:悲しい:]
しかも銀行のｶｰﾄﾞ家に忘れー[:悲しい:]
結局お昼にお茶買って(´Д⊂ ﾓｳﾀﾞﾒﾎﾟ
たぶん明日ATM行くわー[:ぴかぴか:]

それでですね。

仕事のｼﾌﾄ交換してくれる人を探してて

ｵｶﾝが旅行に出かけるから１０月８日と９日仕事休んで

くれっていうから代わり探してるんだけど

なかなか土日に替わってくれる人っていないのよねーん[:悲しい:]
昨日も替わってもらったし、

もう諦めてますわー[:悲しい:]
ｼﾌﾄの組みなおし大変だし。

あぁぁぁぁーーーーあ。

今日って富山だったんだっけ???
uriﾀｿ（＠忠義）が今日行ったんだよね。

ﾃﾗ裏山ｼｽ。

まひるたん、死にかかってる場合じゃないですよ!!!!!



あぁぁぁぁーぁあ。

昨日なんて忠義さん、ｷﾞﾀｰ披露しちゃってるし。

あーた、何でも出来ちゃうのね???(上目線ﾔﾒﾚ
まひるたん、ｷﾞﾀｰは基礎しか出来ませんが何か???
ﾍﾞｰｽはちょいと出来るんですけどねー[:ぴかぴか:]
そんな大倉忠義を見損ねたことにｼｮｯｸを受けて

とりあえず次は絶対見てやる!!!!!
「pray」見たかったなぁー[:ポロリ:]
ﾍﾞｯｺｼ[:悲しい:]

あぁぁぁぁーーぁあ。

立ち直れない理由はこれか!!!!!!
すば倉ﾗｲﾌﾞとﾂｱｰに行けないことね。

ただよすぃーーーーー!!!!!!

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽ明日やろう。

つーか明日やりまふ。

ｽｲﾏﾃﾝ。
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2006.09.19 Tue ﾋﾅﾃｨﾌﾞｼｰﾝｷｰﾝｸﾞ!!!!!!

うーん。

朝っぱらからどんなｷｬﾗでいっていいものか···

朝からこんばんみ☆ミ

みんなのｱｲﾄﾞﾙまひるたんです。（撲殺

（↑やけにﾑｶﾂｸ

改めまして大倉担まひるですけどもー。

今日はお昼に起きるつもりだったんだけど

犬が吠えまくりだったので目が覚めてしまいました[:悲しい:]
なので６時起きなのですが考えたら３時間ぐらいしか

寝てなかった[:悲しい:]
そんなわけで今夜ｽｶ☆Jまで起きていられるのか
疑問ですけど[:悲しい:]

しーかーも!!!!!!
劇団演技者の枠で松岡くんの舞台の裏側みたいなの

やるから松岡好きとしては見なくては!!!!!
はい。はい。（←挙手

基本ﾄﾞﾗﾏｰ好きの大倉担まひるですけどもー[:ぴかぴか:]
何が楽しみって松岡くんのﾄﾞﾗﾑﾃｸが見れるかもしれないという

そんな萌え[:揺れるハート:]ﾎﾟｲﾝﾂ希望[:パー:]
だってTOKIOｺﾝなんて数年前に２回行ったきりですぜ。
あとはﾌﾟﾚｿﾞﾝに松岡くんが出た時に見たきり。

本○男優と紹介されてました。(爆笑
錦織さんに。

あ。この伏字わかりにくいね。

でもどこを伏字にしてもわかりづらいから

改めて書くと「本番」ね。

あぁぁぁぁーーーーーぁあ。
松岡くんｶｯｺｲｲなぁ[:揺れるハート:]
松岡くんってゆーと「ﾏﾝﾊｯﾀﾝﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ」がすごく好きだった[:揺れるハート:]
お髭の店長さん。

ｱﾆ（塚本高史）のかっこよさもﾋﾟｰｸだったし[:揺れるハート:]
あ。でもね、先週初めて「結婚出来ない男」を見たのね。



ﾏｼﾞ面白いの。

ｱﾆも出てるし。

やっぱり最初から見ればよかったなぁと後悔[:悲しい:]
DVDになったら借りてみよ。

あ。ｱｷﾊﾊﾞﾗ＠DEEPのDVD欲しいんですけど!!!!!
だってｾﾙDVDでしか見れない映像あるんでしょ???
卑怯なりー[:ムニョムニョ:]
まぁ、ﾚﾝﾀﾙで済ませようと思ってるまひるはｦﾀ失格ですか???

あ。この間のｳﾀﾜﾗ見てて思ったんだけど

友近、一段と顔大きくなった???（笑
友近艶子のﾒｲｸがそうさせるのか実際大きくなったのかは

不明ですけど[:たらーっ:]

昨日、ちょうどﾍﾞｯﾄﾞに入る頃に

りりかさん（＠忠義）からﾒｰﾙもらって

少し気分が楽になった[:ぴかぴか:]
あぁ、まひるでも人様のお役に立ててるんだなぁと

勝手に自己満。（笑

なんかいつもりりかさんのﾒｰﾙにちゃんとお返事

出来ること少なくてそれでもいつもりりかさんは

ｶﾞﾝ(　ﾟдﾟ)ｶﾞﾚ[:メール:]をくれる。
ありがたいなぁってﾎﾝﾄに思う。

この場を借りてりりかさん、いつもありがとう。

りりかさんに励まされることたくさんあります。

これからも[:メール:]不精のまひるですけど
ﾖﾛｼｸお願いします。

今日は久々の[:おてんき:]だねー[:楽しい:]
なんかここ最近[:あめ:]だったり[:くもり:]だったりして
なかなか青空が見れなかったからなんか嬉しい[:嬉しい:]



なんかね、すば倉の追加に行けなかったりﾂｱｰに行けなかったりで

凹んだりしてたんだけど

でもね、なんかもっとﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞに生きようと思った。

自分は会えないけど

でも大倉忠義という人間は存在してるし、

今を生きてる。

同じ空の下を生きてる。

そう思っただけで気持ちが楽になった[:ぴかぴか:]
会えない時でも空で繋がってる[:ぴかぴか:]
今頃何してるのかな???とかいっぱいいっぱい
想像してちょっと笑ったりして

それでいいのかなって思う。

大好きだからこそ大倉忠義を信じて生きることに

決めたの[:ぴかぴか:]
だからまた会える日まで自分のやるべきことやって

大倉担として恥じない生き方が出来たらいいなって思う。

愚痴ったりいじけたりしたってしょうがないじゃない。

前を向いて一歩一歩歩こう。

時には立ち止まったっていいじゃない。

自分のﾍﾟｰｽで大倉忠義を応援していこうと思う。

人を羨んでも仕方がないじゃない。

人は人。自分は自分。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽ後でやりまーす。
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2006.09.21 Thu 子豚ちゃんｽﾞのｱｸｼｮﾝ。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いやはや、昨日、女の子の日になりまして

死んでました[:悲しい:]
そんなわけで昨日は即効寝まして

TVなんぞ何も見てないってゆーね[:たらーっ:]
山下智久殿が出たやつは録画しましたけども[:ラブラブ:]
たぶん８時ぐらいには爆睡してたかと···｡（笑

・　∪´∀｀)ﾓｷｭ[:揺れるハート:]

明日、すばるの誕生日だねー[:ぴかぴか:]
なんかエイトメンの誕生日って必ず仕事してて

お祝いが出来ないような[:ポロリ:]
ﾎﾝﾄは[:ケーキ:]買ってお祝いしたいのになぁ[:ポロリ:]
しかも明日ｼﾌﾄ代わったから遅番だし。

普通に終わるの２１時だし[:汗:]
明日はお祝い事たくさんあるのになぁ。

まぁ、それは明日のお楽しみってことで[:パー:]

あ。そうそう、ｽｶ☆Jね。
なんかすごく真珠さんが好きなので

忠義の肩に顔ｺｸﾝって乗せても全然気にならなかったんですけど[:ぴかぴか:]
いいなぁ[:揺れるハート:]ぐらいしか思わなかった。(笑
しかも忠義のｾﾘﾌ忘れた[:悲しい:]
なんかおまぬけなこと言ってたよね???(笑
ﾎﾝﾄ最近記憶力が乏しいのよね[:悲しい:]
真珠さんがヒナちゃんとすっごい仲良さそうで

微笑ましかったりして[:ラッキー:]
ｴｽﾃのやつとか丸ちゃんすっごい面白かったし。

もっそいｱﾎな子の顔してた。(笑
で、最後にｵｰﾗ計ったら丸ちゃんﾔﾊﾞかったし。（笑



まひるもｵｰﾗ計ってもらいたいなぁ。

あぁ。

でもｴｽﾃｼﾘｰｽﾞはぜひ忠義にお願いしたいものですねぇ。(笑
亮ちゃんとか。（笑

亮ちゃんとか気持ちいいとすぐｱﾍｱﾍ言っちゃうから

可愛くて[:揺れるハート:]
やっぱりｽｶ☆Jは女性ｹﾞｽﾄの方が面白いかも。
だってエイトメンが生き生きとしてるもん。（笑

やっぱ１番面白かったのは朋ちゃんが来た時の

ﾛﾃﾞｵﾏｼｰﾝかな。（笑

なんか男子７人喜ぶ喜ぶ。（笑

あと話的に面白かったのは千原ｼﾞｭﾆｱさんだけどね。

何気にｼﾞｭﾆｱ好きなまひるさん。

あ。そういえば関ﾃでやるエイトのﾄﾞﾗﾏって

３馬鹿が主役だそうで。（笑

いや、当然なのか。

「ﾀﾞｲﾌﾞ·ﾄｩ·ｻﾞ·ﾌｭｰﾁｬｰ」にヒナちゃんとやっすんと

亮ちゃんが出て高飛び込みにﾁｬﾚﾝｼﾞとか。

すばるのやつがｻｽﾍﾟﾝｽで「ﾀﾞﾌﾞﾙ（複体）」で

すばるがﾋﾟｱﾆｽﾄ役でﾏﾈｰｼﾞｬｰに丸ちゃん。

で、ヨコのやつがｱｸｼｮﾝで「蹴鞠師（仮題）」に

忠義が出るとか。

蹴鞠って平安時代だっけ???
なんかﾏﾛ達がやってたやつでしょ???

ﾏﾛ達って!!!!!
歴史に疎くてすいません[:悲しい:]
だって社会もっそい苦手だったもん。

つーかヨコがｱｸｼｮﾝって!!!!!
でも高飛び込みはまずヨコには無理だし、

ﾋﾟｱﾆｽﾄはすばるにやって欲しいし、

やっかし残るはｱｸｼｮﾝか。

でも忠義のｱｸｼｮﾝはかんなり見たいかも[:揺れるハート:]
つーかすばるのﾏﾈｰｼﾞｬｰに丸ちゃんってゆーのが

もう笑ってまう[:イヒヒ:]
なんかだいたい想像つくもん。



あぁ。でもｻｽﾍﾟﾝｽだから笑いはなしだから

どうなるかちょっと楽しみ[:ぴかぴか:]
ま、そんなわけでﾄﾞﾗﾏが楽しみなんですけども[:ぴかぴか:]
そこにちょっと萌え[:揺れるハート:]ﾎﾟｲﾝﾂを置きつつ
毎日頑張りたいと思います。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽ

ちろり（＠どっくん）

なつみ（＠忠義）

山下ゆりあさん（＠忠義）

ナチさん（＠忠義）

和子（＠忠義）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

チュンチュンさん（＠忠義）

くーさん（＠忠義）

桃さん（＠忠義）

uriﾀｿ（＠忠義）
真冬（＠忠義）

ぽくたさん（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）

ひかるさん（＠忠義）

陽菜（＠章大）

ゆか（＠忠義）

あすぴぃさん（＠忠義）

ゆりえさん（＠忠義）

V子さん（＠健つん）
あき（＠忠義）

恵音さん（＠忠義）

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）
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紗羅さん（＠忠義）

あゆっちさん（＠雄一）

雅貴さん（＠智久・忠義） ちろり（＠どっくん）
「ﾎﾃﾙ・ﾙﾜﾝﾀﾞ」ってやっぱ実話なんだねー。

まだあらすじしか見てないけど日本ってﾎﾝﾄに平和で

良かったなぁって思うよ。

こうしてｴｲﾄに夢中になることだってあり得ないわけだし。

平和って素晴らしい。

なんかちょっと前にあいのりをたまたま見てたら

町の中に男の人がまったくいなくて

理由聞いたら男の人はみんな虐殺されたって

言ってて同じ地球に住んでるのにこんなにも

違うことが起こってるんだなぁって思ったら

自分の悩んでることがちっぽけに思えた。

なつみ（＠忠義）

今日の天気は晴れ。

でももうそんなに暑くはなくて３０度は越えてないと思う。

ｸｰﾗｰ入れなくても快適に過ごせるもん。

うん。まひるは年に１回しか風邪ひかないかなぁ。

うがい手洗いとか欠かさないし。

意外と体調に気を使ってる。(笑
ﾎﾝﾄ、鹿児島、ﾌﾟﾚｲｶﾞｲﾄﾞあるかなぁって思ったんだけど

ないんだねー。

お互い今回は残念だね。

また次に行けるように楽しみにしていよう。

（つーかもう山梨ではやらない気がするけど）

ﾚﾝｼﾞｬｰのｺﾒﾚｽ毎回やりたいんだけど

なかなか時間が作れないんだよね。

８人分やってるとすごく時間がかかるので。

山下ゆりあさん（＠忠義）

いえいえ、ｺﾒくれるだけで(TдT) ｱﾘｶﾞﾄｳ。
まひるもなるべくみんなのﾌﾞﾛｸﾞまわってｺﾒしないとなぁって

思ってるんですけどなかなか時間がなくて。



またゆりあさんのとこにもお邪魔しますね。

ナチさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ナチさんも山梨在住ですか???
なんか同じ山梨にeighterがいると思うと
嬉しくなりますね。

こちらこそ仲良くしてください。

ﾖﾛｼｸお願いします。

和子（＠忠義）

じゃ、遠慮なく呼びﾀﾒで。（笑

まひるの方も呼びﾀﾒでOKなんで。
なんか複雑なんだねぇ。

まひるは１人で全然平気なので

休みはほとんど１人で過ごすよ。

家でｺﾞﾛｺﾞﾛしてる時もあればTSUTAYAでDVD借りてきて
見たり、音楽聴いたり、本読んだり、

とにかく１人で過ごすの大好きなんで。（ﾋｯｷｰだし

なんか普段が接客業だから人に酔っちゃって

休みの日は出来るだけ１人でいたいんだよね。

まひるは鬱を持ってるから余計にそう思うのかも。

ﾎﾝﾄいつでも相談のりますよ。

HUの萌えﾎﾟｲﾝﾂは探したらいくらでも
あるよね。

あ。すば倉の再追加行ったんだねー。

裏山ｼｽ。

まひるも行きたかったなぁ。

ｸﾘﾊﾟは今年から関ｼﾞｭが引き継ぐみたいですけど

ｻﾏｽﾍﾟはどうなのかなぁ???と。
やっぱりｻﾏｽﾍﾟはやって欲しいなって思います。

ｸﾞｯｽﾞ、今回ﾒﾝﾊﾞｰみんなｶｯｺｲｲって聞いたんですけど

ﾏｼﾞですか???
ｶｰﾄ·ｺﾊﾞｰﾝはまひるの中でネ申ですね。



ななﾁｬﾝ（＠忠義）

このﾃﾝﾌﾟﾚかわいいよね。

かんなり気に入ってます。

あ。なんか福井かな???富山かな???
ﾏｲｸﾄﾗﾌﾞﾙがあったみたいで音声が途中で出なくなったり

したみたいだけど無事に終えたみたいで

良かったです。

斗真、ｶｯｺｲｲよね???（なぜに前のめりになる
えぇー。そ、そんな尊敬してるだなんて。（ﾎﾟｯ

ﾂｱｰも無事に始まりまして毎日行きたいなぁとか

考えつつ、次にエイトに忠義に会えるのを

楽しみに暮らしています。

前向き。前向き。（笑

あ。ななﾁｬﾝは岡田くんが好きなんだ???
まひるは剛つんが大好き。

そうなんだよねー。

忠義なら結局南極どんな髪型でも好きなんだよねぇ。(笑
ｸﾘﾊﾟはﾎﾝﾄ悲しいけどでもエイトの旅立ちだと思えば

悲しみも薄れる。

別ﾌﾚ、ﾏｼﾞﾔﾊﾞｽだよね。

あれ見て毎日死んじゃうって言ってるもん。（笑

久々に雑誌でﾉｯｸｱｳﾄされました。

女性自身のたちょは何やるんですかねぇ。

楽しみだよね。

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ見ててまひるも思ったー。

ヨコって昔、結構つり目だったよね???
今って全然だけど。

忠義にもﾄｰｸｹﾞｽﾄに出て欲しいー!!!!!＞＜
たちょの１５、１６歳ぐらいの時のｼﾞｭﾆｺﾝのﾊﾟﾝﾌの

写真がもっそい別人でｳｹるの。

色が黒くて髪も黒くてしかもすっごい細くて。

びっくりだね。

妹さんって安田担???



ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

「Butterfly　I　Loved」は忠義のｾｸｼｰﾀﾞﾝｽも含めてだからね。
だからﾎﾝﾄはすば倉BANDがDVDになってくれると
すごく嬉しいんだけどなぁ。

ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽのCD欲しいよね???
ﾌﾟﾛ∞ﾍﾟﾗもCDで欲しいなぁ。
うーん。とりあえずﾃｲﾁｸさんに要望のﾒｰﾙ出すことにするよ。

忠義は演舞城のｱﾄﾞﾘﾌﾞで鍛えられたよね。

それから忠義、結構面白くなった。（笑

あ。忠義の肩に頭のっけてってまじゅまじゅがやってたね。

なんか真珠さん好きだから普通に見てしまった。(笑
いや、裏山ｼｽだけど。

うーわ。(笑
忠義の首に手をまわしてﾋﾟｰｽとか!!!!（笑
まひるには出来ない···。（笑

そんな度胸が欲しいと思う今日この頃。

えぇ???CMで亀ちゃんが持ってるやつ???
あ。じゃ違うかも。（ｺﾞﾒﾝ

ﾌﾟｯｼｭﾄｰｸが出来るやつだよね???
まひるはそんなに上等のやつは持っていません。(笑
山田優って好感持てるよね???
なんかまひるは好きだ。

まひるも滅多に風邪ひかないのに

それでも誰も心配してくれないんだな。（笑

まず普段いろいろ薬飲んでるから市販の風邪薬が飲めなくて

ﾎﾝﾄ風邪ひくと厄介なんだよね。

あーぁ。たちょの風邪なら喜んでもらうのに。(笑

チュンチュンさん（＠忠義）

最近まひるも爆睡ですよ。

お互い疲れてるんですなぁ。(笑
休める時にゆっくり休んで充電しないとﾀﾞﾒですね。

たちょ見ると（・∀・）ｷｭﾝｷｭﾝするのは

病気なのでほっときましょう。（笑

ﾎﾝﾄ秒殺させられてます。

章大とﾋﾟﾛｷのBDﾊﾟｰﾁｰはどうでした???



仙台に負けないぐらい盛り上がったんだろうなぁ。

裏山ｼｽ。

体調の方はどうですか???
あまり無理しないようにしてくださいね。

ﾚﾎﾟ見ると微笑ましかったり、

自分がその場にいなかったことが悔しかったり

いろいろな思いをしますけど

でも全部が全部見れるわけじゃないし、

今はエイトもすごく人気が出てなかなかﾁｹｯﾄも取れないので

我慢しなくちゃならない時って

たくさんあると思います。

だから少しでも気持ちに余裕を持って

応援していきたいですよね。

と最近自分で思いました。(笑
昨日、ﾌﾞﾛｸﾞにﾋﾅﾃｨﾌﾞｼﾝｷﾝｸﾞと書いて

夜、「結婚出来ない男」を見てたんですね。

そしたらおもいっきし、「ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｼﾝｷﾝｸﾞ」って

言ってていやーん。ﾘｱﾙﾀｲﾑな話題と思って

ちょっと嬉しくなりました。（←単純

くーさん（＠忠義）

富山どうでした???
結局エイトコンって席は関係ないと思うんですよね。

なんかどの席でも楽しめるとゆーか。

HU最高でしたね。
すば倉ﾗｲﾌﾞがDVDにならないかなぁとひっそりこっそり
思ってるんですけどねぇ。

桃さん（＠忠義）

退院おめでとうございます。

そして仙台行けて良かったですぅー。

ﾎﾝﾄ部屋のあちこちに貼り切れないﾎﾟｽﾀｰの山が。（笑

ちなみに今は去年のｻﾏｽﾍﾟのやつと

ｸﾘﾊﾟの集合とﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞのやつが貼ってあります。

ﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞのﾎﾟｽﾀｰがお気に入りです。



いやー。女性自身は２２歳のまひるが買うのも

恥ずかしいです。

なんか買ってる人ってﾐｰﾊｰなｵﾊﾞﾁｬﾝっぽくないですか???
ｲﾒｰｼﾞなんですけど。

uriﾀｿ（＠忠義）
ﾚﾝｼﾞｬｰｵﾊﾞｹ版使わせてもらってまふ。

ありがとねーん。

すば倉と富山のﾚﾎﾟ読んだよ。

携帯から読んだからｺﾒしてないんだけど。（滝汗

貴族、秋冬にはやりたいねー。

なんか集めたらすっごいたくさん人集まりそうだけど。(笑
いや、いや、是非に。

ﾂｱｰの打ち上げもかねてって感じでやりたいね。（笑

お前らがうちあがるんかい!!!!!って感じだけど。（笑
えぇー!!!!!お兄たま、∞ﾚﾝｼﾞｬｰは必須よ!!!!!
あ。でもうちの弟も同じことしそう。（苦笑

やっすんのﾁﾝﾊﾟﾚﾝｼﾞｬｰﾘﾇ見たよ。

ちゃんとｹｰｷと周りのお花がｲﾁｺﾞに変わってたことも

見逃さなかったし。（笑

何の自慢だ。

真冬（＠忠義）

まひるはどうにかこうにか元気でやっておりまする。

でもまひるもｽﾄﾚｽには弱いから気をつけないと

ﾔﾊﾞｲんだけどね。

この間、初めてｼﾞｬﾎﾟﾆｶﾛｺﾞｽ見た。（笑

宮中言葉の日で結構面白かった。

まひるはだいたいｱﾏｿﾞﾝで買い物する時、

代引きなんだよね。

そうじゃない時もあるけど。

でもすぐにｺﾝﾋﾞﾆ支払い方法とかﾒｰﾙきたよ。

で、その日のうちに支払ってくるけど。

でもｱﾏｿﾞﾝって安いけど配達日があやふやで

ﾌﾗｹﾞしたい時とかｲﾗｲﾗする。（笑



ぽくたさん（＠忠義）

ﾌﾞﾛｸﾞ、友達にﾃﾝﾌﾟﾚ作ってもらったんですよ。

たちょの風邪も無事に治ったみたいだし。

なんか仙台の時はちょっと声がかすれてたみたいなんですけど

もうすっかりいいようで。

はーい。ﾌﾞﾛｸﾞに伺いますねー。

りりかさん（＠忠義）

ﾛｯｸﾒﾄﾞﾚｰはﾎﾝﾄ永久保存版だよね。

まひるの音楽の基本はﾋﾞｰﾄﾙｽﾞとﾆﾙｳﾞｧｰﾅとJAGATARAかなぁ。
まひるもごちゃ混ぜ。

ｼﾞｬﾝﾙも時代もとにかく昔は良いと言われるものは

ほぼ聴いてみたし、自分で開拓してみたり

いろいろ。

依存はしたくないけど

常にGIVE＆TAKEの関係でいたいなとは思うな。
いやいや、まひるなんてﾎﾝﾄ何もしてないから。(笑
ただのほほんとﾌﾞﾛｸﾞ書いてるだけだし。

それでも少しでも人様のお役に立ててたら

嬉しいなって思うけど。（ｽﾞだな

すば倉ﾗｲﾌﾞはﾎﾝﾄ、今回で終わらせたくないぐらいの

素晴らしいﾗｲﾌﾞですばるの集大成な気がした。

忠義も自分の持ってる力を全部さらけ出して頑張ったﾗｲﾌﾞだと

思うし、２人にとってすごく良い経験だったと思う。

そしてﾌｧﾝにとっても。

ひかるさん（＠忠義）

まひるもそんなﾐﾗｺｰが欲しいなと。（笑

１０年ｦﾀやってますけどそんなﾐﾗｺｰは１度もございません。(涙
期待せずにがむばります。（笑

はいはい。ひかるさんのﾌﾞﾛｸﾞにもお邪魔しますね。



陽菜（＠章大）

ﾔｼﾞﾙｼって覚えやすい曲調だよね。

まひるも好きー。

まひるはこの間、仕事中に頭の中、∞ﾚﾝｼﾞｬｰのﾃｰﾏｿﾝｸﾞが
流れててずっとおかしくてﾆﾔﾆﾔしてたとｵﾓｰ。（笑

亮ちゃん、すごいよね。

すぐ涙が出てきてめっちゃｶﾜﾕｽ。

なんかね、エイトってすぐｱﾄﾞﾘﾌﾞとか出して

ﾒﾝﾊﾞｰを笑わそうとするじゃん???
そうゆうとこｽﾃｷ。（笑

なんか他の公演でもいろいろｱﾄﾞﾘﾌﾞ出てて

面白かったよ。

ｱﾊﾊ。妹さんを笑わかしたんだ???
エイトも良い仕事をしましたなぁ。(笑
大倉さん、すでに茶髪のｾﾝﾀｰ分けに変更になってるようです。

黒髪もすごく好きだったんだけどなぁ。

陽菜の周りでは黒髪の大倉さんが好評だったんだ???
報告ね。(笑
なるほど。（笑

いよいよ安田担ですな。（笑

ﾒｰﾙはいつでもください。

返事遅いですけど。（苦笑

お気軽にどぞ。

ゆか（＠忠義）

なんかもうエイトが山梨に来ることなんてないなぁって

思うと今回行けないのはさすがに

ツライけどでも次に何かしらで会えると思うと

ちょっとほっとする。

つーかたちょが富士山は富山にあると思ってた発言に

ちょっとはったおしてやろうかと。(笑
富士山は山梨と静岡ですって!!!!大倉さん!!!!!
だって東京↔大阪間の新幹線の中から普通に

富士山って見えるでしょ???
いかに爆睡してるかってことですよねー。（笑

やっすんのｻﾛﾍﾟｯﾄ見たかったー!!!!!＞＜



ちなみに昔はもっそい男らしいやっすんでした。(笑
すば倉ﾗｲﾌﾞはまたやって欲しいよね。

今回だけで終わらすのはもったいないぐらいの

できばえだったし、内容も濃かったし。

エイトｺﾝもすごく好きなんだけど

エイトｺﾝとはまた別の楽しさがあるってゆーか。

もうﾎﾝﾄすばるとたちょが良い顔してるんだよねぇ。

最高でした。

そしてお疲れ様でした。

あすぴぃさん（＠忠義）

悲しい恋の衣装がﾊﾟｯﾂﾝﾊﾟｯﾂﾝじゃなかったんだ???
いや、ﾊﾟﾂﾊﾟﾂの方が萌えるんだけどなぁ。（笑

それは冗談ですけど

風邪も無事そうですね。

良かったです。

ゆりえさん（＠忠義）

お久しぶり〜!!!!＞＜
体調はね、生理が始まったから最悪。

お腹痛いし、腰痛いし。

あ。やっぱ太陽の身長って１８５あるんだ???
藪ちゃんは演舞城で見て大きくなったなぁなんて思ってたんだけど

藪ちゃんより１０ｾﾝﾁも大きいの???
うーわ。びっくし。

V子さん（＠健つん）
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。いつもﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってたんですか???
ありがとうございます。

剛つんも大好きなまひるです。

V子さんは二の腕ﾌｪﾁですか???
まひるは手ﾌｪﾁなんですけど



なんかたちょの腕見てたら二の腕ﾌｪﾁにもなりそうです。（笑

別ﾌﾚ買いましたか???
あれは絶対買うべきです。

あき（＠忠義）

お久しぶり〜!!!!!＞＜
光ちゃんのｱﾙﾊﾞﾑ通常盤の方にﾎﾞｰﾅｽﾄﾗｯｸが

入ってるから迷わず通常盤。（笑

なんか滝つのｼﾝｸﾞﾙも最初は限定と通常買ってたんだけど

最近は通常しか買ってないし。

忠義、最近引き締まったﾎﾞﾃﾞｰになったよね。

前みたいなﾎﾞﾃﾞｰも全然OKだけど。（笑
え???ﾏｼﾞで。Vのｱﾙﾊﾞﾑ買う買うー。
DVDほしいもん。
そうそう。あきも剛つん好きだよね???
たまにmixiの写真が剛つんに変わってる時あるから
あぁ、好きなんだなぁって思ってた。

Eｱﾙﾊﾞﾑを探したいんだけど部屋の奥に埋もれて
出せない···｡（涙

あ。じゃ、後であきに携帯のﾒｱﾄﾞ教えますわ。

いつでもﾒｰﾙください。

そんなに心配してくれてるんですねぇ。

ﾎﾝﾄ頼りなくてしーやせん。（ｽｲﾏｾﾝと言いたいらしい。

恵音さん（＠忠義）

そうなんですよー。

uriﾀｿ（＠忠義）とｵｿﾛなんですよー。
全部uriﾀｿ任せです。（笑
そうなんですよねー。

剛つんとかはたまに見てｶｯｹｰとか思ってるぐらいで

全然満足なんですけど

忠義はやっぱりずっと見続けていたい。

応援していきたい人なんですよね。

そして自分も成長していきたい。

そう思える人です。



ｸﾘﾊﾟのことは残念にも思うけど

でもエイトにとって旅立ちだと思えば

それも喜ばしいことなのかな???って
思います。

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）
なんか忠義さんを見てふと思ったことが。

茶髪にしたり黒くしたりを繰り返してるけど

髪は痛まないのか???
なんかｻﾗｻﾗなんですけど。

恐るべし縮毛矯正。

ｶｯﾁｮｴｴよ。忠義、男前だよーん[:揺れるハート:]
なんか毎日別ﾌﾚの忠義見ながら生活しております。ﾑﾌ。

紗羅さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。隠れ常連さんなんですか???
ありがとうございます。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

そして仲良くしてやってください。

またｺﾒﾝﾄお待ちしてます。

あゆっちさん（＠雄一）

お久しぶりですぅー。

ﾘﾝｸの変更了解しましたー。

ﾎﾑﾍﾟにも遊びに行かせていただきますねーん。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

雅貴さん（＠智久・忠義）

世の中、ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞに生きたもん勝ちだと

思いますねぇ。（笑

あ。ﾘﾝｸありがとうございます。



後で確認に伺いますね。

これからもぜひぜひ仲良くしてください。

ﾖﾛｼｸお願いします。



2006.09.21 Thu やっぱり８人じゃないとね。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目でーし。

大倉担まひるですけどもー。

いやね、久々に「Excite!!」を見たのね。
なんかﾋﾟﾛｷ中心に見てしまって涙涙ですよ[:悲しい:]
特に気になったのがagree？の時の
今は忠義が歌ってるﾎﾝﾄはﾋﾟﾛｷの歌う

「Do you agree?」のとこね。
そこ歌い終わったらヨコがﾋﾟﾛｷのこと

ｶﾞﾊﾞｯーって抱きしめるの[:揺れるハート:]
あれ何気なく見てたけど今見るとﾎﾝﾄ感動だわ[:悲しい:]
あとね、すっごいわかりづらいんだけど

「１０年後の今日の日も」の始まるとこで

ﾋﾟﾛｷが忠義に衣装着せてあげてるの[:揺れるハート:]

ﾔﾍﾞｰ。ｷｭﾝ死だわ。

もっそい微笑ましい[:揺れるハート:]
で、ﾍﾌﾞﾝﾘのﾏﾙﾁｱﾝｸﾞﾙ見て

ｷﾀ━━━━ヽ(ﾟ∀ﾟ )ﾉ━━━━!!!!

萌え死。

ﾔｯﾊﾞｲ。やっかし大倉忠義最高に男前!!!!!
で、忠義、この頃首を横に振りながら



ﾄﾞﾗﾑ叩いてたからﾏﾈしたら酔った[:悲しい:]
出来るけど酔う[:悲しい:]（笑
で、この当時って忠義、表情が硬いよね???
今ってすっごい笑ってるけどこの頃は

ﾎﾝﾄ表情が硬くて

「あー。こんな感じだったかもー。」って

思いながら見てた。

でも時々見せる笑顔にｷｭﾝってなるんだけど[:揺れるハート:]
昔の大倉忠義も今の大倉忠義もみんなみんな

ひっくるめて大好きです!!!!!

気分がのってきたので

久々にやりまーす。

勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ!!!!!!

渋谷すばる様

そっかぁ。福井ではそんなことがあったのかぁ。

すばる泣いたのかぁ[:ポロリ:]
なんか思うんだけど

最近のすばるってすごい良い顔してるよね[:ぴかぴか:]
すば倉ﾗｲﾌﾞの時は特に最高に男前の顔してた[:ぴかぴか:]
表情も豊かになったしね。

福井ﾍﾞﾀ褒めだね。

山梨のeighterもそんな風に言ってもらえたら
幸せだなぁって思う[:揺れるハート:]
さっき久々にPray聴いちゃった[:揺れるハート:]
なんか自然と涙が出てきて

ﾎﾝﾄにすばるはここまで頑張ってきたんだなって思った。

なんかすばるの純粋な心にすごく癒されるよ。

ありがとう。すばる。

内博貴様

久々にﾋﾟﾛｷの歌ってる姿見て

すごくすごくﾋﾟﾛｷに会いたくなったよ[:揺れるハート:]



やっぱりエイトにﾋﾟﾛｷは必要なんだって改めて思った。

エイトの末っ子だけど案外しっかりものの

ﾋﾟﾛｷが「Excite!!」には映ってたよ。
早くﾋﾟﾛｷの歌声が聴ける日を願ってます。

みんな待ってるからね。

内博貴が大好きです[:揺れるハート:]

錦戸亮様

この間、ｼｰﾙﾄﾞってゆう名前が出てこなくて

随分ｱﾎみたく悩んでました。

今、亮ちゃんのﾚﾝｼﾞｬｰ見てすっきりしたよー[:ぴかぴか:]
まひるも久々に楽器やさんに行こうかなぁ。

なんか新しい機材とかも見たいし、

ｶﾀﾛｸﾞも欲しいやつあるし。

久々に打ち込みでもやろうかなぁ。

亮ちゃん、大阪はどうですか???

丸山隆平様

今日の丸ちゃんの言葉はﾋﾞｼっとまひるの心に

ﾊﾏりました。

最近笑えてなかった。

深い暗い孤独と戦ってました。

丸ちゃんは丸ちゃんのままでいいと思う。

それだけで言葉なんていらない。

適切な言葉なんていらない。

ありがとう。丸ちゃん。

丸ちゃんの追伸にはいつも泣かされます[:ポロリ:]

安田章大様

やっぱりそうだよね。

章大も一緒にﾗｲﾌﾞやりたいって思ったよね。：

だってすばるも忠義もすごい輝いていて

絶対こいつらと一緒にやりたいって思えるぐらい

めちゃくちゃかっこよくて。



なんか普段一緒にやってる章大から見た

すばると忠義の感想がすごく新鮮だったよ。

ありがとう。

牧野くんと忠義のﾂｲﾝﾄﾞﾗﾑはﾎﾝﾄ駄々はまりだよね。

あんなの見せられちゃあ安田章大様も黙って

られないって感じだろうね。

でもﾎﾝﾄ渋谷すばると大倉忠義の２人だから

成し遂げられたﾗｲﾌﾞだと思うよ。

またすばるBANDの時は違ったﾗｲﾌﾞが見れるといいなって
思ってます。

いつかすばるBANDでﾗｲﾌﾞを。

大倉忠義様

じゃ、お約束なんでやっておきます。

「えーーーーーーーーーーっ！？」。

無視とかすんなよー[:揺れるハート:]
つーかやっと向こうの世界から戻ってきたかと思ったら

交通事故ですか???
どんだけ危ない目にあわせたいんですか???
どSの大倉忠義さん[:揺れるハート:]
えぇーっ!!!!
たちょもすばやんみたく日記みたいに書いてよー。

福井がどーでー、すばやん倉やんﾗｲﾌﾞがこーでー、

富山がどーでー。って。（笑

あ。でも大倉忠義さん、１つ言っておくと

富士山は富山じゃないですから[:パー:]
山梨と静岡ですよー[:チョキ:]
つーか大倉忠義さん、いつも新幹線で

東京↔大阪間往復してますよね???
新幹線の中から富士山見えますよね???
知らないなんて言わせません[:パー:]
山梨に来たら山梨の人にちゃんと謝ってくださいね[:揺れるハート:]

ﾏｼﾞでぶっさらうぞ。
（ぶんなぐるぞの意味）



あー。もうﾀﾞﾒだ。

ﾃﾞｯｶｲﾄﾞｳとか言ってるような人だもん[:悲しい:]
ﾀﾞﾒだ。って可愛くてﾀﾞﾒだの意味ですけどね[:揺れるハート:]
じゃあね〜[:ぴかぴか:][:ぴかぴか:][:ぴかぴか:]
とかもっそい可愛い[:揺れるハート:][:揺れるハート:][:揺れるハート:]

死んじゃう。

最近この言葉に駄々ﾊﾏﾘ中[:ぴかぴか:][:ぴかぴか:][:ぴかぴか:]

村上信五様

うぇーん。[:悲しい:]

ヒナちゃんに褒められてもっそい自分のことのように

嬉しいよー[:悲しい:]
それ以下な訳がないって

ﾎﾝﾄに。

２人の持ち味たっぷり出てたよね。

２人の良い部分たくさん出てたよね。

やっぱり章大にしろヒナちゃんにしろ

ﾒﾝﾊﾞｰに褒められるのがまひるは１番嬉しい。

そしてあのﾗｲﾌﾞをたくさんの人に見てもらって

間違いないって言ってもらいたいぐらい

ﾎﾝﾄにｶｯｺﾖｶｯﾀ。

ヒナちゃんありがとう。

横山裕様

ｱﾊﾊ。新幹線の中でそんなこと考えてたんですか???
横山さんは。

まぁ、そこでﾚｯﾄﾞとﾌﾞﾙｰが隣じゃないことを

ちょっと不思議に思いつつー。（笑

弟さんって名前なんだっけ???
○○るだっけ???



あ。全然違うかも。

横山３兄弟って真ん中がすんごい男前なんだっけ???
亮ちゃんちのすぐ上の兄ちゃんが身長１７９ｾﾝﾁで

もっそい男前なんだっけ???
なんかそれはｶﾚﾝﾀﾞｰで見たような。

忠義んちも真ん中がもっそい男前なんだよね。

いや、まひるは大倉忠義で十分ですけど。

贅沢言いません[:パー:]
いや、それが贅沢なんだって[:パー:]
早くみんなでBBQしてください。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.09.22 Fri ９月２２日に乾杯。

SUBARU SHIBUTANI
HAPPY BIRTHDAY
25th!!!!!!

入所１０周年おめでとう。

関ｼﾞｬﾆ∞全国ﾃﾞﾋﾞｭｰ
祝２周年!!!!

今日の０時になってﾚｺﾒﾝですばるんちに

電話して誕生日おめでとうをヨコヒナが言いました。

なんか２２日になってすぐのすばるの声が

聞けて嬉しかったよ[:ぴかぴか:]
しかもﾀｴｺさんと一緒でなんか微笑ましかったです[:ぴかぴか:]
なんかﾀｴｺさんとすばるの生まれた時の足型を見てたようで。（笑

めちゃめちゃﾀｴｺさん声も若くて面白かった[:てれちゃう:]
２４歳はすばるにとって

すごく良い年だったんじゃないかなぁ。

２５歳という年がすばるにとって

ますますの発展の年になりますように。

そして１０周年おめでとう。

自分の誕生日に運命を決めたすばる。

すばるの運命ってすごく９月２２日という日に

かかってるような気がする。

全国ﾃﾞﾋﾞｭｰしたのも２年前の今日だし。

ﾎﾝﾄ特別な日なんだろうな。

１５周年も２０周年もおめでとうと言えるように

頑張ってください。



全国ﾃﾞﾋﾞｭｰ２周年おめでとう。

２年というのはまひるにとってはあっという間で

そして学んだことの多い２年だった気がする。

エイトのことをますます大好きになった

２年間だったし、

楽しいことばかりではなかったけど

でも３周年はきっと８人でお祝い出来ることを

祈ってます。

これからも道は険しいかもしれませんが

８人いたらきっと乗り越えられると思うので

これからの発展期待しています。

2006.9.22
関ｼﾞｬﾆ∞　大倉忠義担当　福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.09.26 Tue ｽﾄｰｶｰ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いやね、実は最近ｽﾄｰｶｰ被害にあってるんです。

お店のお客さんなんだけど

毎週日月に来るの。

もうここ３ヶ月ぐらい。

で、あまりにもｲﾔだったから隠れたのね。

そしたらｽﾀｯﾌに「福原さんいますか???」とか
聞いてきて「今裏で作業やってて手が離せないんですけど。」って

言ったら「わかりました。」って

そしたら店終わって外出たら外で待ってるの。

恐怖!!!!!
で、呼び止められて「いつ会えますか???」とか聞いてくるの。
だから「ﾑﾘです。」って断ったのね。

しかも断るの２回目だし。

そしたら昨日も一昨日も店に来て

「福原さん、ﾚｼﾞお願いします。」とか言うわけ。

他にも近くに人いるのに。

恐怖!!!!!
しかも昨日なんて２回も店に来るし。

それで帰り、弟に迎えに来てもらったんだけど。

とりあえず逃げずにｷﾁっと対応して

それでも治まらなかったら警察へって

家族で話し合って決めました。

平日は１７時あがりだから会うこともないんだけど

週末が２１時あがりだからﾔﾊﾞｲんだよね。

どうやら向こうは日曜日が休みらしいし。

死ねばいい。

そんなわけでﾍﾞｯｺｼ凹んでましてﾌﾞﾛｸﾞも書けずにいました。

気持ち悪くて起きているのもｲﾔで

昨日も仕事終わって帰ってきて

ご飯食べながら家族会議開いて



お風呂入って寝たもん[:悲しい:]

あー!!!!!!
考えるのもｲﾔ。

昔から潔癖で興味ない男の人から

好きとかって言い寄られるのが気持ち悪い。

ﾎﾝﾄにﾑﾘ!!!!!
１回断って諦めてくれるかと思ったのになぁ。

全然人の話聞いてないでしょ???って感じだもん。
押せば押しただけ相手が逃げることを知らないのか???

さて話を変えまして···ってｽｲﾏｾﾝ

ﾃﾝｼｮﾝ上がりません。

今日はもう寝ます。

ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。

たぶん夜中まで起きてるには起きてると思うので

ﾌﾞﾛｸﾞ書く気になれたら書きますね。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.09.27 Wed 関ｼﾞｬﾆ∞ﾊﾞﾄﾝ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

みんなから励ましのｺﾒﾝﾄもらって

それから「ﾘﾝｶｰﾝ」見て「ｽｶ☆J」見て寝ながら
ﾍﾌﾞﾝﾘをﾘﾋﾟってたらすごく元気を取り戻した気がします。

ﾋﾞｸﾋﾞｸ怯えてても仕方がないしね。

平日は無事なんだし。

あ。そんなわけで特にﾈﾀもないんで

ﾊﾞﾄﾝやります。

?部屋で感動のﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰのDVD鑑賞中。誰と???

A→『···』あなたが泣いてるのに気づいて無言で
肩を抱き寄せる渋谷すばる

B→『鼻ﾀﾚてんで！』と言ってﾃｨｯｼｭを取ってくれるが
、実は自分も涙の錦戸亮

C→『···ｸﾞｽ···』あなたに負けず号泣!安田章大

A。絶対A。なんかすばちゃん優しい。
こんなことされたら確実にすばちゃんに堕ちます[:揺れるハート:]

?部屋でお笑いのDVDを鑑賞中。誰と???

A→『うひゃひゃひゃ!!』大爆笑の横山裕。なぜかあなたの膝枕で!!
B→『··ﾊﾟｰﾝ！ほら！俺も面白いで！』
張り合っている丸山隆平。



A。ヨコの笑い声につられてｵﾓｼﾛさ倍増みたいな感じ???（笑

?ﾃﾞｰﾄ中、ﾊﾞｯﾀﾘ元彼に遭遇···

A→『···』無言で睨みきかせて、腰に手をまわして
通り過ぎる錦戸亮。

B→『··そんでな、そこに··』気づかないﾌﾘをして通り過ぎつつ
手を繋ぐ力が強くなる大倉忠義。

C→『どーも··ﾌｯ』不適な笑みを浮かべてるﾌﾞﾗｯｸな
内博貴。

ずぇぇーーーーーーーーえったいB。
なんか亮ちゃんも結構ｷｭﾝってくるんだけど

やっかし大倉忠義さんかな。

そんなことされたらﾔﾊﾞｽですよ[:揺れるハート:]

?ﾃﾞｰﾄ中、ばったりﾏﾏに遭遇!!

A→『あ、ここ、こんにちは』ｷｮﾄﾞﾘながらも
挨拶!!安田章大。
B→『初めまして!!村上信五です!!』しっかり好印象!!
村上信五。

B。やっすんも可愛いけど
ヒナちゃんが大人の男性って感じで

何でもﾘｰﾄﾞしてくれそうな感じがするからこれかな。

?ｸﾗｽ写真撮りますよ。



A→最前列ですばると章大に挟まれ裏ﾋﾟｰｽ!!
B→２列目で亮とヒナに挟まれｽﾃｷｽﾏｲﾙ♪
C→３列目で丸と博貴に挟まれ
『ﾊﾟｰﾝ』でｷﾒるぜ。

D→最後列でたっちょんと侯くんに挟まれほんわかｽﾏｲﾙ♪

D。裏ﾋﾟｰｽもやりたいけど
ほんわかｷｬﾗなんでここが１番落ち着くんじゃないかと。(笑

?些細なことでｹﾝｶ···そのまま
何だかんだで２日も経過。

A→帰宅すると涙目で玄関先に座って待ってた内博貴。
B→『ｵﾏｴおらんとﾀﾞﾒやねん···』仲直りの
強引なﾁｭｳ。錦戸亮。

C→帰宅したら部屋に居て『··ｺﾞﾒﾝな··』素直に謝り
抱きしめられちゃう大倉忠義。

C。博貴の子犬のような無邪気さにも心引かれるものが
あるけどここはやっぱり抱きしめてもらいたい[:揺れるハート:]

と、ﾊﾞﾄﾝ勝手に拾ってきたやつなんで

やりたい人はどぞ。

なんかとりあえず元気取り戻したんで[:パー:]（笑

そ、そ。「ｽｶ☆J」ね。



特に面白かったとこもないんだけど

やっぱりあのﾀﾞﾝｽ部分かな。

しかもヒナちゃんのやつが１番面白かった。

ヒナちゃんあんなこと出来るんだ???(笑
知らなかったわー。

なんかヒナちゃん面白い。

ますます村上信五が好きになりました[:揺れるハート:]
もちろん本命は大倉忠義さんですけど!!!!!!

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださいねーん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.09.27 Wed ﾄﾞｯｺｲｾ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ずっと気になってたんだけど

忠義ｿﾛの「Butterfly　I　Loved」は
ﾀｲﾄﾙが「Butterfly」に変わってしまったのん???
なんかどの雑誌のすば倉ﾗｲﾌﾞのﾚﾎﾟ読んでも

「Butterfly」に変わってるから。
誰か教えてくれー[:悲しい:]

仕事、１５時に早退して[:病院:]行ってきたのね。
なんか面白い。

なんかね、今日は薬待ってる時に隣に座ってた

老夫婦の会話を盗み聞き[:聞き耳を立てる:]
おさむ（仮名）が何かが原因でお父さんを

殴ってしまったんだって。

ちなみにお父さん７５歳らしい。

おさむ３２歳。

おさむ、お父さんが１週間も店に出てこなかったので

死んでしまったかと思ったらしい。

ﾃﾝﾊﾟりひでこ（仮名）に[:電話:]
ひでこが様子を見に行くとお父さんﾋﾟﾝﾋﾟﾝしてたらしい。（笑

という話を３回ぐらい聞いた。(笑
ﾃﾗﾜﾛｽ。

しかもおもいっきり方言で。

方言いいなぁ[:揺れるハート:]
つーか１週間も経つ前に心配して見にいけよって

話ですよねー[:たらーっ:]

で、帰りにｦﾀ誌を買いに行くもP誌売り切れ[:悲しい:]
P誌を買いに別の本屋へ。
ｼﾒｼﾒと思いつつ帰宅。



早速P誌を開く。

ｷﾀ━━━━(Дﾟ(○=(ﾟ∀ﾟ)=○)Дﾟ)━━━━━!!!

ﾏｼﾞﾔﾊﾞｽ!!!!

大倉忠義ﾁｮｰ男前[:揺れるハート:]
ﾁｮｯｷﾝﾋﾟｰｽ[:チョキ:]がﾏｼﾞｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]
そしてやっかり痩せている。

口角ｷｭｯｽﾏｲﾙ、もう最高!!!!!
あのー、ヒナちゃんのあのﾓｯｻｲ感がどうしても

気になるんですけどぉー[:たらーっ:]
ちなみにヨコは「Excite!!」の頃か滝沢演舞城の頃が
好きだった。

今のも嫌いじゃないけど子豚感が目立つんだよね[:たらーっ:]
わ。まひるさん毒吐きまくり[:悲しい:]
すばるの髪型好きー。

ﾒｯｼｭ入ってるのとかｶｯｺｲｲ[:揺れるハート:]
亮ちゃん、前髪伸びるの早くないですか???
やっすんって右側に紫のﾒｯｼｭ入ってます???
丸ちゃんはいつもと変わらず。(笑
「ほんわか大賞」。らしいなぁ。

大倉忠義っぺぇー。（笑

なんかその空気感こっちまで伝わってくるもん。

で、癒されちゃうんだよね[:揺れるハート:]
そんな大倉忠義さんが大好き[:揺れるハート:]
あと鼻歌大賞もｳｹた。

ヒナちゃんがﾏｲｹﾙ·ｼﾞｬｸｿﾝを鼻歌で歌ってるとこ

もっそい聴きたい[:てれちゃう:]
ちなみにまひるの最近の鼻歌は

ﾍﾌﾞﾝﾘの忠義ｿﾛﾊﾟｰﾄﾘﾋﾟですけど。

いかに忠義っぽく歌えるかでﾏｼﾞです。

大ﾏｼﾞです!!!!



あ。あとね、気になるからどうにかして欲しいことが

１つあって。（笑

いろは節の「ﾄﾞｯｺｲｾ」のヨコ。（笑

頼むから普通に歌ってくれ。

どうしてもそこが気になって集中出来ないから。（笑

なんかだって笑いのﾂﾎﾞなんだもん。（笑

あ。木更津のﾃｰﾏｿﾝｸﾞ予約したった。

初回盤を２種類予約した。

DVD付きのやつとﾎﾞｰﾅｽﾄﾗｯｸ付きのやつね。
だってｱﾆとﾊﾞﾝﾋﾞとぶっさん好きだもん[:揺れるハート:]
だからDVDは死守した。

じゃ、また後で書けたら書きます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.09.28 Thu 朝日を目指して。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

久々にやっちまった[:悲しい:]
１６時まで爆睡[:悲しい:]
せっかくのお休みがぁー!!!!!
昨日の夜なかなか眠れなくて４時ぐらいまで

ﾍﾞｯﾄﾞの中でもぞもぞしてて

今日起きたら１６時１０分。

やっちゃった[:悲しい:]って思ったもん。
だったら夜中ﾍﾞｯﾄﾞでもぞもぞしてないで

何かやってれば良かったかなぁって思ったよ。

こんなんで今夜も眠れないかも。

何が怖いってそれが１番怖い[:悲しい:]

つーかりりかさん（＠忠義）からﾊﾟﾝﾀﾞﾚﾝｼﾞｬｰなるものの写ﾒが

送られてきたんだけど

ｸﾞﾘｰﾝとｵﾚﾝｼﾞとﾊﾟｰﾌﾟﾙの３人なのよ。

ｸﾞﾘｰﾝとﾌﾞﾗｯｸとｵﾚﾝｼﾞだったらエイトの子豚ﾚﾝｼﾞｬｰの

進化系だったのになぁと思いつつ爆笑。

ﾊﾟﾝﾀﾞなのにどうしてﾌﾞﾗｯｸじゃなく

ﾊﾟｰﾎﾟｰなのよ!!!!!とキレつつ。（笑
One Wayのつなびぃにｱｯﾌﾟしておきます[:ぴかぴか:]
つーか最近One Way書いてなくてｺﾞﾒﾝなさい。
今日書けたら書きますねーん。

ﾎﾝﾄは今日、昼前に起きてﾌﾞﾛｸﾞ書いてﾒｰﾙの返事書いてって

やるつもりだったんだけどね[:悲しい:]
これ書いていっぱいいっぱいじゃん[:悲しい:]
ﾎﾝﾄ休みは有効に使わないとね[:グッド:]

勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽをやりたいのですが
どうもこうも眠くては出来ません[:悲しい:]



今も頭がぼんやりしていて何も考えられない状態[:悲しい:]
明日できたらやろうっと。

忠義、ﾏｲｷﾞﾀｰ買ったんだね[:ぴかぴか:]
ぜひぜひ弾き語りやってください[:揺れるハート:]
ﾄﾞﾗﾑもだけど[:揺れるハート:]
いろんな要素があってもいいと思うんだけどなぁ。

ﾚｯﾁﾘ好き。好き。

自分の物差し、枠、広げるのはすごく良いことだと思う。

まひるも常にいろんなこと意識しながら

やってます。

いろんな音楽聴いたり、人から話聞いたり、

いろんな楽器手にしたり、本読んだり、

映画見たりいろんなことで自分の枠が広がっていく。

常に上も目指して頑張りたい。

とにかくやりたいことがたくさんあって

追いつかないぐらい。

時間がもっと欲しい。

もう１日の半分寝てる人がよく言うよ。って

感じで今日はまったく説得力のないまひるでした。

まだﾚﾝｼﾞｬｰ、他ﾒﾝ読んでないんで

読みながら寝ます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にｺﾒﾝﾄどぞ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.09.29 Fri 堂兄SP見てまふ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰ2007にﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟしようと
思ったらﾒﾓﾘｰが足りなくて出来なかった[:悲しい:]
うーん。

ﾒﾓﾘｰ増設しようか迷うなぁ。

自分で出来るんだけど[:パソコン:]開けるのがめんどっちい。
（↑基本何でも自分で出来る人

でも普段使ってる分には全然問題ﾅｯｼﾝｸﾞなので

来年また更新の時が来たら考えよう[:たらーっ:]
新しい[:パソコン:]になってるかもだし。
だって前の[:パソコン:]もﾒﾓﾘｰ増設して
半年ぐらいで壊れたからもったいなくて[:ポロリ:]
なんかすでに化石[:パソコン:]と化してるから
ﾒﾓﾘｰ増設なんてもったいない[:パー:]
というわけでﾒﾓﾘｰ増設はなしの方向で[:パー:]

あぁ。そろそろ美容院に行きたいなぁって[:ぴかぴか:]
なんか前に切ってもらったとこがもっそいへたくそで

すごく毛先をすき過ぎて重さがないから

跳ねるんだよね。

それをちょっと伸ばして重さ出してから

ちゃんと美容院で切ってもらおうって思ってて

そろそろかなって。

ちなみに前回行ったのが５月末。

あぁ。でも実際のとこまだそんな重み出てないなぁ[:ポロリ:]
ただ前髪は切りたいと思うから

そろそろ１度行ってみるかな[:ぴかぴか:]
もうｴｸｽﾃ付けたい願望もどこへやら。（笑

ちなみに髪の毛をどこまで伸ばすのかも

決めてないし[:悲しい:]
なんだかんだ言ってもまだ短いんだよね[:汗:]



ｻｲﾄﾞの髪が胸ぐらいまで欲しいんだもん。

あと１０ｾﾝﾁぐらい。

でも最近思う。

髪洗うのが大変[:たらーっ:]
たぶんまひるの人生の中で１番長いもん[:ぴかぴか:]
ｼｮｰﾄか肩ぐらいのﾎﾞﾌﾞが基本だったからね。

なんか美容院どこに行くか決めないとなぁ[:たらーっ:]
また何か冊子もらってこよ。

「ほんじゃに」久々に見たよーん[:揺れるハート:]
ちなみにTV神奈川のやつね。
高飛び込みの回だった。

これって割と最近だよね???
前は半年ぐらい遅れてたのになぁ。

あー。これでﾄﾞﾗﾏ決定したんだねー。

亮ちゃんの楽しめｽが可愛かった[:揺れるハート:]
やればできる子安田くん、相変わらずすごいなぁ。

ヒナちゃんの無駄に鍛えたﾎﾞﾃﾞｰも見れたし。（笑

先生よりごついんですけど!!!!!（笑
大倉忠義さんのお腹ばっかり気になって見てもうた[:ラブラブ:]
そんなの見てたのまひるだけよね[:悲しい:]
もう今回はやっすんとヒナちゃんの完璧さと

亮ちゃんのﾃﾝﾊﾟり具合???(笑
ちなみにまひるたん、高所恐怖症につき飛び込みは

できまてーん。

だって脚立も上れないもん[:悲しい:]
つーかその前にかなづちなんですけどもー[:悲しい:]
平泳ぎで１０ﾒｰﾄﾙしか泳げない[:悲しい:]
あぁーぁあ。忠義とﾌﾟｰﾙﾃﾞｰﾄが夢なのに。(笑
これはあくまでも夢であって現実には

忠義さんにさらけ出す程ﾅｲｽﾎﾞﾃﾞｰはしてません。

ﾎﾝﾄね、ｽﾎﾟｰﾂって言ったら球技しか出来ないのよ。

走るの遅いし、泳げないし、最悪[:悲しい:]
でも球技やらせたらなかなかのものでして[:グッド:]
でもﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙでｺﾞｰﾙ決めてよっしゃーってなってる女子なんて

可愛くないよね???（笑



だから封印[:ポロリ:]
ｻｯｶｰとかも何気にうまかったりして。

ﾃﾗﾜﾛｽ。

乙女じゃないじゃん。

なのでこの部分は封印して

乙女部分を前面に出していきますので

大倉忠義さんﾖﾛｼｸねん[:揺れるハート:]

今日書くことないやー。（苦笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださいまし。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.09.30 Sat 一歩一歩前進。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、喰いたん見てたら

亀梨ｱﾋﾟｰﾙ満載でしたね[:揺れるハート:]
最後本人出ちゃってるし[:揺れるハート:]
しかもｱｸﾞﾈｽﾌﾟﾘﾝも出ちゃってるし。（笑

しかも剛つんが男前過ぎて泣きそうになった[:ポロリ:]（笑
やっかし森田剛の大好きな福原まひるなのでした[:揺れるハート:]

つーかつーか今週のｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰﾔﾊﾞｸないですか???
大倉忠義、男前!!!!!
なんかこーんなｷﾒｷﾒな感じもお姉さん好きよ[:揺れるハート:]（笑
１番好きなのは無邪気に笑ってる顔だけどねー[:揺れるハート:][:揺れるハート:][:揺れるハート:]
なんかｶﾚﾝﾀﾞｰで大倉忠義さんがｱｯﾌﾟになってるやつって

久々じゃないですか???
もうﾄﾞﾁﾄﾞﾁなんですけど[:ハート大小:]
うふ[:揺れるハート:]（ｷﾓｽﾔﾒﾚ

そうそう、ちろたん（＠どっくん）のﾌﾞﾛｸﾞ読んでて

そうだ。ｴｸｽﾃつければ髪に重さが出て跳ねが

治まるんじゃないかと思ってやっかしｴｸｽﾃつけようかなぁ

とかいろいろ考えつつー[:てれちゃう:]
なんかｴｸｽﾃ話ってあたしずっとしてるよね???(笑
どんだけ優柔なんですか???
いや、ちょうど夏前ぐらいでヒナちゃんとかすばるが

ｴｸｽﾃつけてた頃であれは暑さに耐えられないだろうと

思って髪をｶﾞｼｶﾞｼ洗えないことに

断念したんだけどね。

でもでもちろたんも言ってたけど

まひるもﾆｯﾄ帽とかかぶるの絶対髪が長い方が

可愛いと思うんだよねー[:揺れるハート:]



ｷｬｯﾌﾟとかもかぶれるし。

何気にｷｬｯﾌﾟ好きなまひるたん[:揺れるハート:]

そ。そ。昨日堂兄を見てたって書いたんだけど

ﾗﾌﾞﾗﾌﾞの方で篠原ともえちゃんがﾌﾟﾘﾌﾟﾘﾌﾟﾘﾃｨｰだっけ???
なんかｺｰﾅｰ持ってたじゃん???
あれ久々に見たけどあの頃ｼﾉﾗｰ大好きだった[:揺れるハート:]
あのｷｬﾗ最高だと思うのはまひるだけですか???
何気に顔も可愛いんだよね[:揺れるハート:]
あと安室ちゃんも出ててやっかし可愛いなぁって。

すごく安室ちゃん大好きなんだよねー[:揺れるハート:]
憧れの存在と言いますか。

なんかつよさんのｽﾊﾟｯﾂにはすげぇなって驚かされましたけど。(笑
なんかやっかしつよさんって自分流の道を持っててすごいな

って思う。

髪型にしてもそうだし、服装にしてもそうだし。

生き方とかもそうだね[:ぴかぴか:]
男性ﾌｧｯｼｮﾝ誌でお手本にしてるﾀﾚﾝﾄさんはって

聞いた時につよさんの名前が結構上位にあって

やっぱすごいんだなぁって思った[:ぴかぴか:]
生き方も自分流貫いててｶｯｺｲｲなぁって思う[:ぴかぴか:]
ﾎﾝﾄｷﾝｷの２人はすごく好き。

やっぱ何でも自分にﾎﾟﾘｼｰ持って生きてる人って

ｶｯｺｲｲよね。

ﾎﾟﾘｼｰと頑固は違うと思うけど。

まひるも自分のﾎﾟﾘｼｰ持った生き方できてたら

いいなって思う。

自分の大倉忠義に関してのﾎﾟﾘｼｰはあるけどね。

あと常に向上心を忘れないっていうのは

ﾎﾟﾘｼｰかな。

なんかあっという間にﾂｱｰも終盤に入ってきましたね。

最初はすっごいﾔｷﾓｷしてもうｺﾝのあるたびに

気になって気になって落ち着かなかったんだけど

最近は仕事が忙しかったりｽﾄｰｶｰがあったりと



なかなか落ち着いた生活が出来ず

ｺﾝのこともうっかりしてたりして。

全然ﾚﾎﾟとかも読んでないし。

なんかﾚﾎﾟとか読んじゃうと若干凹み気味になるんですって[:悲しい:]
でもそんなまひるがｳｶｳｶとしてるうちに

エイトも大倉忠義さんも順調に一歩一歩

成長してたりしてるんだろうな。

なんかそんな一回りも大きくなったエイトを

大倉忠義をいつ見れるんだろうかってすごく楽しみだし、

ﾄﾞﾁﾄﾞﾁする[:揺れるハート:]
そうゆうこと考えるだけですごく刺激されるし、

エイトを大倉忠義を好きで良かったって思う。

ありがとう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

必ずｺﾒﾚｽするのでお気軽にｺﾒどぞ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.10.01 Sun 自分がなれない存在だから憧れる。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

最近忙しくてﾌﾞﾛｸﾞもたいして更新出来ずに

ｽｲﾏｾﾝ[:悲しい:]
来週も忙しいし、貧乏暇なしだよなぁ[:悲しい:]

ｽｲﾏｾﾝ。毎日思うんですけど

今週のエイトｶﾚﾝﾀﾞｰがめくれない[:揺れるハート:]
大倉忠義が男前過ぎてめくれない[:揺れるハート:]
しばらくこのままで。（笑

もうﾎﾝﾄ勝手に大倉忠義ｶﾚﾝﾀﾞｰとか個人的に

作りたいぐらいで[:ラブラブ:]
そ。そ。来月ぐらいまでには

ﾌﾟﾘﾝﾀｰのｲﾝｸ買わなくちゃ[:汗:]
年賀状今年は自分の[:パソコン:]があるから
[:パソコン:]で作りたいなぁって思う。
ちなみに去年作った分は写真で作ったの[:ぴかぴか:]
[:ケータイ:]から写ﾒをﾌﾟﾘﾝﾄして作ったから
今年は何かｿﾌﾄ使って早めに作りたいなって。

もちろん大倉忠義さんの画像も使いますよってに。

画像いくつかﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟしておこ。

ちなみに今、目の前にあるｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰの大倉忠義が有力。

あ。でも別ﾌﾚの写真もすっごい好き[:揺れるハート:]
最近ﾂﾎﾞったのはそれぐらいかなぁ。

ま正直常にﾂﾎﾞってるんですけど[:揺れるハート:]（(〃▽〃)ｷｬｰ♪

常時ﾂﾎﾞです!!!!
まぁ、１ｺだけやめてもらいたいことがあるんですけど

それはいくら相手が可愛くても

いくらﾃﾝｼｮﾝが上がっちゃったからとしても

ﾌｧﾝｻでお姫様ﾁｭｳだけは辞めてもらいたいんです。

これね、ﾎﾝﾄ周りは凹むんで。

FTON魂の代々木の時もｶｯﾄにはなってたけど



章大がお姫様ﾁｭｳやる直前の映像が入ってて

そのお姫様ﾁｭｳを空（＠章大）とまひるは

すぐ近くで見てﾎﾝﾄへこんだのね。

それで忠義が仙台でやったって聞いて

まひるたん、泣きました[:悲しい:]
なんかしかもｽﾃｰｼﾞから最前の人に四つんばいになってやったって

聞いてたんだけど

TV LIFEかなぁ。
なんかちょっとそれらしき姿が写ってて

かんなり凹みました。

泣きました[:悲しい:]
なんかﾎﾝﾄ他ﾒﾝがやっても凹むぐらいの

あたしがもし忠義のお姫様ﾁｭｳを発見したら

絶対卒倒するわ〜[:悲しい:]
いくら普段同担とﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰなまひるたんでも

それやられたらﾑﾘ!!!!!
死んじゃう。

まひるの中でﾁｭｳはｾｸｰｽよりも神聖なるものなのですよ。

え???乙女過ぎる???
ﾏｼﾞで乙女ちゃんなんですけど。

本気で!!!!!
だからﾎﾝﾄﾁｭｳ以外のﾌｧﾝｻなら何しても全然許せるんだけど

お姫様ﾁｭｳだけは辞めて欲しいと

切実に思う大倉担まひるなのでした。

ﾎﾝﾄ乙女ちゃんﾚﾍﾞﾙが中学生でｺﾞﾒﾝなすって[:パー:]

おしゃれｲｽﾞﾑに高島ちさ子さんが出てたんですけど

もっそい大好きなんです[:揺れるハート:]
なんかすごく黒なら黒!!!!!白なら白!!!!って
はっきり言える人ってなかなかいないでしょ???
でもちさ子さんはただｻﾊﾞｻﾊﾞしてるだけじゃなくて

面白い人でもあるし、

絶対一緒に居て楽しい人だと思う。

旦那さんとかすごく興味あるし[:ぴかぴか:]（笑
ちさ子さんはｶｯｺｲｲなって思える人。

自分がなりたいかなりたくないかって



言ったらぶっちゃけなりたくない方だけど（苦笑

でも自分にない部分たくさん持ってるから

憧れる部分はたくさんある。

あ。忘れてた。

来週、有給休暇なんです[:揺れるハート:]
日月ってね。

で、火曜日もお休みだから３連休〜[:揺れるハート:]
ｵｶﾝが旅行に出かけるから[:家:]のこと
やらなくちゃならなくて

こんなとこで有給休暇を使うんですか???って感じだけど
最近疲れてるし、ゆっくりした時間過ごせたらいいなって。

一応それでも日曜日だけ３〜４時間

仕事出なくちゃならないんだけどね[:たらーっ:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にｺﾒﾝﾄおくれやすぅー。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.10.02 Mon 信じあえる関係でありたい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ、uriﾀｿ（＠忠義）にお願いしました[:ぴかぴか:]
今回はｼﾝﾃﾞﾚﾗです[:揺れるハート:]
ちなみにuriﾀｿはｱﾘｽＶｅｒです。
ﾃﾗｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]
uriﾀｿありがとーん[:揺れるハート:]

ﾔﾊﾞｽ!!!!!
小栗がﾁｮｰｶｯｹｰんですけど!!!!!
花男以来の小栗萌え[:揺れるハート:]
しかもｺﾅﾝとかﾁｮｰ大好きだし。

映画はほぼ見てる[:揺れるハート:]
学生の頃は毎週月曜日にｺﾅﾝ見てたし、

ｺﾅﾝｽﾞﾏﾆｱ。（笑

実は漫喫で読みたい本ね。

漫画は実は耳鼻科に通院してた時に

ﾁﾋﾞﾘﾁﾋﾞﾘと読んでたんだよね。

でも漫喫で読みたい本たくさんあるんだよね。

ﾃﾞｽﾉｰﾄも立ち読みしかしたことなくて。

これは買おうかもっそい悩んでるんだけど

なんかすでにｦﾀ部屋に置き場がないから

漫喫で読みたいなって[:ぴかぴか:]

つーか今日、ｺﾅﾝを録画するか世にも奇妙なを

録画するか迷ったんだけど

結局世にも奇妙なを録画したのね。

光ちゃんが出るから。

そしたらまひるの好きな斉藤慶太くんも出てたのーぉん[:揺れるハート:]
やっかし録画して正解。

ﾎﾝﾄはうちにﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ３台あったんだけど



１台はﾘﾋﾞﾝｸﾞにあってもう１台はまひるの部屋で

もう１台がまひるの部屋にあったんだけど

弟がもらっていってしまって

それで結局まひるの部屋のﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷが壊れたから

ﾘﾋﾞﾝｸﾞに１台しかなくなっちゃったんだよね[:汗:]
でもいい加減自分の部屋のﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ新しいやつ

買うことにしました[:嬉しい:]
ﾎﾝﾄはＤＶＤﾚｺｰﾀﾞｰとﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷが一緒になってるやつが

欲しいんだけど

とりあえずﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷが先かなと。

そしたら部屋でｦﾀﾋﾞ鑑賞できるし[:揺れるハート:]
もうﾎﾝﾄそれ出来ないと見ないﾋﾞﾃﾞｵが溜まりまくりに

なるんだもん[:悲しい:]
とりあえずﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ買いに行こうー[:ムード:]

ﾔﾊﾞｽ!!!!!
ﾆｭｰｽＺＥＲＯの月曜日に翔ちゃまが出るから

見てるんだけどもっそいｶｯｺｲｲ[:揺れるハート:]
なんか絶対毎週見ちゃうな[:ラブラブ:]
なんか普段ﾆｭｰｽってﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞをたまに見てるぐらいで

あんまり見ないんだよね[:悲しい:]
だからﾎﾝﾄいい大人のくせに世間情勢にうといというか[:悲しい:]
だからこれを機会にﾆｭｰｽをなるべく見ようかなぁって

思ってます[:揺れるハート:]
政治のことはよくわからないんだけど

小泉首相の方が自分の意見を持ってたような

気がするんだけどなぁ。

あ。じゃ、ﾊﾞﾄﾝが溜まってるんで

一旦これで終了します。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しｋています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。



2006.10.02 Mon 親友ﾊﾞﾄﾝ。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）からﾊﾞﾄﾝが回ってきたので

やりたいと思いまーす[:揺れるハート:]

前の人から指定された有名人を親友に見立ててください。 

指定人物：大倉忠義

▽朝、携帯電話を開けて待受画面を見ると 
「今日から貴方は『大倉忠義』の親友です」と書かれていた。どうする？ 

ﾏｼﾞでか???
と声をあげる。(笑

ﾔｯﾎｰｲ。
と更に声をあげる。

忠義の力になれるかなぁとちょっとﾄﾞｷﾄﾞｷ。

▽次の瞬間『大倉忠義』から遊びに行こうとメール来た。どうする？ 
行く!!行く!!って返事返して
とりあえず１番おされして出かける準備をする。

▽『大倉忠義』から恋愛相談のメールが来た。どうする？

凹む。（笑

なんかちょっと涙目になりながらも

真剣に相談に乗る。

▽『大倉忠義』から着信。どうする？ 

もっしー???
って出る。(笑
ちなみに相方とはいつもそんな感じか



ﾃﾝﾊﾟりﾓｰﾄﾞ。

▽『大倉忠義』の家に呼ばれた。どうする？

何かを期待する。(笑

▽『大倉忠義』に親友として一言。

親友はうれしいけどそれ以上の関係に

なれたらいいなぁって期待する。

でも大倉忠義のためなら自分の出来る限りのことを

頑張るからね。

▽親友を作ってあげたい人を紹介してください。

特にいないんでやりたい人はやってください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.10.03 Tue 関ｼﾞｬﾆ∞ﾊﾞﾄﾝ　お泊りＶｅｒ

はいはい。さくさくと進めますよ。（笑

ぽくたさん（＠忠義）からﾊﾞﾄﾝが回ってきてるんで

やろうと思います。

関ジャニ∞★バトン　お泊まりver.
?彼が家にやって来ました！ピンポーン♪
A.「お邪魔しますっ」親しき仲にも礼儀あり！安田章大
B.「むっちゃ楽しみやってん！」ハイテンションが更にハイ？丸山隆平
C.ずか?家に入ってくココ貴方の家じゃないですよ？横山裕 

Ｂ!!!!!
でもＡのやっすんも大切だなぁって思うけど

なんかまひるもむっちゃ楽しみだからやっかしＢの丸で。

?晩ご飯！どっちが作る？
A.「せっかくやから一緒に作ろ」やっぱ優しい？村上信五
B.「たまには作るわ」何気に気遣い。錦戸亮
C.「おいしいもんいっぱい作ってな？」やっぱりそうなる？大倉忠義

Ａ。なんか楽しそうだもん。

２人でｷｯﾁﾝに入って手際よく料理するヒナちゃんを

横目に不器用なまひるにちょっとヒナちゃんが

からかいつつみたいな。(笑
妄想しまくりでんがな。(笑

?食後どぅ過ごす？
A.「膝まくらぁ★」部屋でまったり内博貴
B.「どっかにデザート買いに行こっ」散歩ついでにゆっくり行こか？丸山隆平
C.〜♪♪♪心地よいギターを奏でる渋谷すばる



Ｃ。えぇ???意外でした???
やはりここはﾄﾞﾗﾏｰまひるさんですからね。

一緒にｾｯｼｮﾝやっちゃいます[:揺れるハート:]
楽しそうー♪

?そろそろお風呂〜
A.ガラッ「背中流してやぁ」お背中流させていただきます！錦戸亮
B.「ほれ、風呂入るで〜」勢いですか？村上信五
C.バシャ！私のお風呂にいきなり乱入！？勘弁してよ。内博貴

Ｂ。お風呂ね、髪洗ってもらうの大好き。

だからヒナちゃんとお互いの髪洗いあいたい[:ぴかぴか:]

?そろそろ寝よっか？
A.「就寝まえには軽い運動やで？」その不敵な笑顔が怖いです。渋谷すばる
B.「もぅ眠いわ〜。おやすみ〜」背後から抱きしめられたままじゃ寝れません！大倉忠義
C.爆睡しながら何気に腕枕。恥ずかしがり屋の横山裕

Ｂ。すばるにも心引かれるけど

やっかしＢの忠義が可愛くて好き[:揺れるハート:]

?おはよ〜
A.「もぅそろそろ起きや」優しく体を揺すって起こしてくれる安田章大
B.「パーンっ!!」朝からですか！？てか目覚まし!?丸山隆平
C.「あと５分〜…」それ言い続けて30分経ってますケド？大倉忠義

Ａ。のやっすんで。

「もぅそろそろ起きや」って言われて「あと５分〜···。」って

まひるが言ってそうだから。(笑



?どっか行きたいっ
A.「人混み嫌い」とか言いつつドライブ出発！渋谷すばる
B.「じゃどっか行くか!!」目的地はどこですか？村上信五
C.「映画でえぇやろ？」なんか投げやり？横山裕
D.「２人でえぇやん。外イヤや」甘えん坊な錦戸亮
E.「ん〜どこ行く？」レディファースト??内博貴
F.「買い物行こか？」一緒に服選んでね？安田章大
G.「遊園地！絶叫行くで!!」そぅこなくっちゃ！丸山隆平
H.「飯食い行こかぁ」おごってくれるの？大倉忠義

Ｆ。買い物行きたい。

で、２人でお互いの服見立ててあげたりとかしたい。

その後軽くﾗﾝﾁしたいなぁ。

?また泊まりに来てなぁ？
A.「ただいま」すでに居候化してますよ？錦戸亮
B.「明日も来てい〜？」そんな笑顔で言われたら…ハニートースト内博貴
C.「今度は遊びに来てな？」ぜひお邪魔します！安田章大

Ｂ。ひたすらﾃﾗｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]

?次誰に回す？

特に誰もいないのでやりたい方どぞ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

最近ﾗﾝｷﾝｸﾞ下がってしまったのでﾖﾛｼｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にｺﾒﾝﾄどぞ。



2006.10.03 Tue ｱﾋﾟｱﾋﾟしてもいいじゃない。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

寝たか寝てないのかさっぱりわからない

大倉担まひるですけどもー。

今日、BiDaNを買いに行こうかと思ったんだけど
明日TVぴあが発売だよね???
TVぴあと女性自身と３冊まとめて買ったら
１度で済むじゃーん[:グッド:]
と横着者のまひるなのでした。

あ。でも女性自身も今日見たいからやっかし今日買いに行こうー。

TVぴあはまた後日でもいいし。
BiDaN〜♪ﾋﾞﾀﾞｰﾝ♪
なんかﾎﾝﾄ毎月雑誌でいくら使ってるのかもっそい

気になる。

１万５千円は確実にいってるとｵﾓｰ[:悲しい:]
なんか普通に１回で５千円ぐらいいく時あるからね[:悲しい:]

雑誌に５千円って!!!!!

つーかつーかやっかし寝てないらしい[:悲しい:]
ご飯食べたら寝ようとｵﾓｰ[:眠たい:]
確実に朝４時ぐらいまで起きてて

眠れないなぁなんて思いつつ気がついたら７時半。

普通の曜日だったら早く寝ればいい話なのですが

今日は火曜日。

「ｽｶ☆J」の日ですよ[:揺れるハート:]
なんかたいがいｽｶ☆Jの日眠いって言ってる気がする[:悲しい:]
で、しんどいの[:ポロリ:]
あ。そういえば劇団演技者の枠でｼﾞｭﾆｱのﾄﾞﾗﾏってゆーか

ﾊﾞﾗｴﾃｨｰってゆーかよくわからないんだけど

新しい番組始まるんでしょ???
とりあえず見るらしい。(笑
でも今ｼﾞｭﾆｱって言ったらｷｽﾏｲとﾔｰぐらいしか

わからないんですけど[:悲しい:]



（↑覚える気の全くない人Σ(´〜｀；)
雑誌もﾃﾞﾋﾞｭｰ組しか読まないしね。

（↑まひるたん逝ってよし

しかも前はKAT-TUNの載ってる雑誌も必死に買ってたんだけど
お金が追いつかないことに気づき

KAT-TUNの載ってる雑誌、ｦﾀ誌以外に
買ってないんだよね[:たらーっ:]
ﾄﾞﾗﾏも録画してないし、

本気で赤西仁の呪縛から逃れた感じ。（笑

呪縛って!!!!
呪われてたのか???
いや、ある意味呪いだね[:猫2:]
それでもやっかしKAT-TUNは好きなんだけどね[:揺れるハート:]

つーか動物の皮膚がｱﾚﾙｷﾞｰの中に入ってると知ってから

全然愛犬を撫でてあげてなかったんだけど

さっき耳の後ろ触ったらもっそい気持ちいいの[:揺れるハート:]
ふわふわでやわやわでやっかし[:犬:]が好きだなぁと[:てれちゃう:]
動物って可愛いよね[:揺れるハート:]
特に自分になついてたら可愛い[:揺れるハート:]
やっかし時々撫でてあげよう[:ぴかぴか:]
あ。もうｱﾚﾙｷﾞｰの薬がないから[:病院:]にもらいに行こうっと。

朝ご飯食べてから寝ようと思ったら

もうすぐ本屋の開く時間。

あとちょっと我慢してBiDaNと女性自身買いに行こうっと[:ぴかぴか:]
忠義もBiDaNの表紙とかにならないかなぁ。
やっかしﾌｧｯｼｮﾝ誌ってｦﾀ誌と違って

服装がおされじゃん???
写真ももっそいｶｯｺｲｲやつ使うし。

だからすばるだけじゃなくて８人が見たい。

もちろん個人で。

あぁーあ。
久々に忠義のﾓﾃﾞﾙ立ちが見たいわー[:揺れるハート:]



なんか忠義って基本ﾓﾃﾞﾙ立ちだよね???
それが身長もあるし、ｽﾀｲﾙいいからもっそいｷﾏﾙんだよね[:揺れるハート:]
もうそんなの見た日にゃきゅん死しちゃう[:ハート大小:]
なんか忠義の年齢がちょうど年上のお姉さんに

ｳｹる年齢だし、ｷｬﾗもだし、

だから女性誌では取り上げられるんだけどねー[:ぴかぴか:]
今月末にもお姉さん系雑誌に載るみたいだし。

楽しみー[:ラブラブ:]
なんか久々に「明日」が観たくなった[:揺れるハート:]
あれはもうﾎﾝﾄﾄﾞﾂﾎﾞ[:ハート大小:]
なんかエイトってﾗｲﾌﾞDVD３枚出てるけど
どの忠義も全然違うんだよね。

ｴｷｻｲﾄがまだ表情が硬い感じで

ｽﾋﾟﾘｯﾂがｱﾋﾟｱﾋﾟするようになってしかも髪型が

もっそい可愛くてどっちかというと可愛いｷｬﾗ［´Д`］ｴﾝｼﾞﾝ全壊の
大倉忠義で

HUがｾｸｼｰ度、男前度［´Д`］ｴﾝｼﾞﾝ全壊なんだよね[:揺れるハート:]
まひるはどの大倉忠義も好き[:揺れるハート:]
だって変わったってよく言われるし、

まひるも変わったって思うけど

でも忠義の中のﾌﾟﾛ意識みたいなのの目覚めもあると

思うんだよね。

やっかし人気商売だし、ﾌｧﾝにｱﾋﾟｱﾋﾟしても

全然いいと思うんだよね。

関ｼﾞﾐ３精神は忘れてほしくないけど

でも忠義の成長だよね。

いろんな仕事をこなすに当たっていつまでも

控えめなままでは居られないなって思うんだ。

滝沢演舞城みたいに良い役もらったりも

成長あってこそだし。

仕事は勝ち取ってこそなんぼの世界じゃん。

とまひるは思う。

うーん。

人気出ると確かに前より遠い存在だなって感じることも

あるけどでもTVでｱﾋﾟｱﾋﾟしてくれると
ちょっと嬉しい[:揺れるハート:]
ちょっと距離が縮まった気がするもん。



（↑単純ﾊﾞｶ

ほな本屋さんに行ってきまーす。

また後で書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽ後でやります。
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2006.10.03 Tue 忠義の腕に胸きゅん。

実質今日、３回目だぞ。

ｺﾒﾚｽ追加しました。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、本屋から帰ってきて速攻寝たね[:眠たい:]
３時間ずっとうつ伏せで寝てたら顔と両腕に痕が。（笑

ちなみにそんな長い時間うつ伏せで寝たことなんてないよ。

だから顔に痕などついたことはありませんです[:悲しい:]
でもうつ伏せで寝る人って内臓に問題ありって言うよね???

問題ありなのか???
時々うつ伏せで寝ること昔からあったからなぁ。

あ。女性自身見た。

おばちゃんエイトがｶﾗｰで載ってた。

つーか忠義が普通に可愛いんですけど[:揺れるハート:]
元ﾓﾃﾞﾙのｵｶﾝをｲﾒｰｼﾞしてるとか。（笑

でもﾒﾝﾊﾞｰには女子ﾌﾟﾛって言われたとか。(笑
確かに忠義、すごく腕がたくましくなって

胸きゅんなんですけど[:揺れるハート:]
いいなぁ。元が美形だと何しても可愛くて[:揺れるハート:]
亮ちゃん、ちょっとしゃくれてない???（笑
え???でもﾎﾝﾄに大阪にはあんな一昔前の格好したおばちゃんとか
いるの???
すばるのはﾎﾝﾄに普通に居そうだけど。

やっすんとか亮ちゃんとかヒナちゃんとか

服装が怪しい。（笑

あのﾘﾎﾞﾝのﾌﾞﾗｰｽ（ﾌﾞﾗｳｽ）とか古い商店街に売ってそう。(笑
ちなみにﾌﾞﾗｰｽはねぇ、前に空（＠章大）と買い物に行った

東京の商店街の食品やさんのﾚｼﾞの後ろに

「ﾌﾞﾗｰｽ」って書かれて売ってたのね。

で、もうそれ見つけて２人で心の中で大爆笑で

空と２人きりになって大笑いしたってゆーね。



ﾌﾞﾗｰｽって!!!!!
今久々に思い出して笑ってみた。

ちなみに山梨ではﾊﾟﾝ○ｨｰのことをｽﾞﾛｰｽって言うんだけどね。

ｽﾞﾛｰｽって!!!!!
で、話は戻ってちょっと田舎に住むおされなおばちゃんって

感じなのかな。

やっすん、亮ちゃん、ヒナちゃんとかは。

章大とか乙女じゃん[:揺れるハート:]
で、新聞読んでなかったからおばちゃんエイトが何をするのか

とか全然知らなくてただのおばちゃんにﾁｬﾚﾝｼﾞしただけかと

思ってたのね。

そしたらｺﾝﾄやるんだね。

知らなかった。

ほんじゃにってそんな番組だったっけ???
楽しみだなぁ[:てれちゃう:]
ぜし下着もｽﾞﾛｰｽを。

で、はみ出ちゃってください。

（↑何が???いや、ナニが。（笑
えなりかずきじゃなくていなりかずきで。（笑

わ。またしょーもない下ﾈﾀ。

で、BiDaN見た。
やっぱすばる、ｶｯｺｲｲわ[:ぴかぴか:]
すばるの行ってる美容院って斗真も行ってるんだよね???
なんかｼﾞｬﾆ率高いなぁ[:揺れるハート:]
裏山ｼｽですよ[:揺れるハート:]
忠義も行ってるのかなぁ???
でも確かにすばるってﾄﾘｯｷｰな方が似合うよね。

ちなみにすばるがﾋﾛﾄさんと対談したのって

何かの雑誌???
もう発売しちゃったのかな???
すごく読みたいんだけど[:ぴかぴか:]
つーかﾋﾛﾄさんが４０歳越えてるって初めて知りました。

全然見えない。

でもﾌﾞﾙｰﾊｰﾂの頃から考えたら４０越えててもおかしくないもんね。



はぁぁぁぁ。びっくりだぁ。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽ

りりかさん（＠忠義）

V子さん（＠健つん）
チュンチュンさん（＠忠義）

uriﾀｿ（＠忠義）
ひかるさん（＠忠義）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

桃さん（＠忠義）

ぽくたさん（＠忠義）

陽菜（＠章大）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

なつみ（＠忠義）

みずき（＠章大）

麻里愛さん

あすぴぃさん（＠忠義）

りよ（＠亮）

なっつんさん（＠忠義）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

未樹（＠内・亮）

紗羅さん（＠忠義）

今日のｺﾒﾚｽは９月２８日までのです。

まだの方ﾎﾝﾄｺﾞﾒﾝなさい。

木曜日辺りに続きやるつもりです。 りりかさん（＠忠義）
蹴鞠師ってなんかｶｯｺｲｲよね。

なんか蹴鞠師でｱｸｼｮﾝっていうと名探偵ｺﾅﾝのｻｯｶｰﾎﾞｰﾙが
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思い出されるんですけど。（笑

違うんですか???（笑
ﾌﾞﾙｰﾊｰﾂをいつ頃から聞いてたのか覚えてないけど

好きだったなぁ。

ﾋﾛﾄさんも好きだけど何気にﾏｰｼｰが好きでね。(笑
ﾋﾛﾄさんって岡山出身???
まひるも美空ひばりさんのCDとか橋幸夫さんのCDとか
持ってる。(笑
昔から音楽はｼﾞｬﾝﾙ問わずだから。

なんか待ち伏せされた日から２〜３日は怖くて

震えが止まらなかったけど最近はちょっと開き直った。(笑
でもやっかし日月は怖いんだけどね。

なんかﾀﾊﾞｺを吸うしぐさとかってｶｯｺｲｲよね。

（↑次元大介大好きっこ。）

ﾏｼﾞで???ﾊﾞﾄﾝ、まひると一緒だったんだ???
なんかｼﾁｭｴｰｼｮﾝとか想像するの面白いよね。

結構ﾊﾞﾄﾝ好きなんだけどなぁ。

うーん。なんで「Butterfly」なんだろ???
ﾎﾝﾄ、KAT-TUNとかぶるからわかりにくい。
せっかくｵﾘｼﾞﾅﾙの曲なのに。

なんかすば倉BAND、DVDになって欲しいと切実に
思ってるんですけど。

ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽやﾌﾟﾛ∞ﾍﾟﾗもCDになってくれたら嬉しいな。
え???高校の名前と一緒だった???
それは奇遇な。(笑
ﾊﾟﾝﾀﾞﾚﾝｼﾞｬｰとすじやねんつなびぃに載せちゃった。(笑
なんかみんなにも見てもらいたくて。

すじやねんは相方にﾒｰﾙ送ったら笑ってしまう自分がｲﾔって

言いつつ喜んでたよ。(笑
やっぱ人間の幅広げるのは基本だよね。

ってゆーかそうでありたい。

V子さん（＠健つん）
いやいや、そんな憧れだなんて。（(ﾉ´∀｀*)
忠義の腕、すごくｶｯｺｲｲですよね。

あの腕に抱かれたいって思いますよね???(笑



腕枕とかもして欲しいです。

あ。なんかの雑誌で忠義言ってましたよね???
前はﾁｬｰﾑﾎﾟｲﾝﾄは手がｷﾚｲって褒められたことがあるから

手って答えてたけど今はﾄﾞﾗﾑでﾏﾒが出来てるから

手はｷﾚｲとは言えなくなってしまったって。

そんな手でもいいんです!!!!!
味があって好きです。

握手会で握手した時とかも全然ﾏﾒなんて気づかないぐらいの

ｷﾚｲな手でしたもん。

ﾎﾝﾄｽﾄｰｶｰとか怖いです。

１日も早く解決して欲しいです。

チュンチュンさん（＠忠義）

久しくお泊りなんてやってないですよー。

お泊りやってｦﾀﾋﾞ鑑賞するのがﾎﾝﾄ楽しいですよね。

まひるも東京に住んでた頃は毎週空（＠章大）の家に

泊まってｦﾀﾋﾞ鑑賞してましたもん。

朝まで。（笑

しかも同じとこ何回もﾘﾋﾟったりして

空にしつこいって言われましたもん。

あと電気消して寝る体制取ってからもくだらないｦﾀ話とか

してて常に笑ってましたね。

最近はお互いも忙しくそうゆうわけには

いかないんですけどね。

uriﾀｿ（＠忠義）
ﾃﾝﾌﾟﾚありがとねーん。

uriﾀｿもｺﾒﾝﾄたくさんあるのにちゃんとやってて
すごいなって思うよ。

まひるなんていつも待たせてばっかで

申し訳ないなって。

貴族会、特に１２月に何も予定がなければ

１１月ぐらいにやりたいなって思ってるんだけど

まだ１２月にｸﾘﾊﾟの代わりに何かやりそうで

怖くて踏み切れませんです。



貧乏暇なしなんで。（涙

ひかるさん（＠忠義）

小４の時に嵐!!!!!
若いなぁ。ﾃﾗ裏山ｼｽ。

まひるも元嵐担だけど中学生か高校生ぐらいだったかと。

嵐がﾃﾞﾋﾞｭｰしてすぐぐらいに担当降りちゃったから

記憶が曖昧なんだけど。

たぶん高１ぐらい???
硝子の少年とか持ってる。持ってる。

なんかまだﾏｷｼとかじゃなくて小さいCDだったよね。

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

体調は無事かい???
体調悪いともっそい爆睡出来るよね。

お腹痛い時はﾑﾘだけど。(笑
渋やん倉やんﾗｲﾌﾞ、DVD化願うよね。
今までこんなにDVD化を願ったのは
去年のｻﾏｽﾍﾟと渋やん倉やんﾗｲﾌﾞだけだなぁ。

あと滝沢演舞城も何気にDVD化して欲しいと思ってる。
舞台だから値段高くなるけど

でも忠義、頑張ってたし。

ヒナちゃん、ｶｯｺﾖｽだよね。

ヒナちゃん好きなんだけど

１番好きなのはなぜかﾚｺﾒﾝの時のヒナちゃんなの。（笑

ヒナちゃんのﾋﾞｽﾞも好きだけど

ﾚｺﾒﾝの時のﾄｰｸがもっそいﾂﾎﾞで。

ﾗｼﾞｵ聴いててすごく好きだなぁって感じる瞬間。

なんか最近ヒナちゃんの髪型も気にならなくなったし。（笑

短い方が好きだけど前髪ちょんまげしてる時とか

何気に好きだし。

なんかね、首に腕まわしてﾋﾟｰｽとか

もっそい上から目線のような気がするのね。

だから出来ない···｡（笑

うんうん。ﾌﾟｯｼｭﾄｰｸってお金かかるんだよね。



それに使う機会って案外ないよね。(笑
まひるはお財布携帯がほしかったんだけど

今使ってる携帯が新規で２９８０円だったから

今の携帯にしたの。(笑
昨日、ｷﾗｷﾗｱﾌﾛで鶴瓶さんが山田優ってすごい礼儀正しいって

言ってたよー。

うちの親、基本的に病気の心配とかしないんだよね。（鬼だ

だから盲腸の時とかもなかなかお腹痛くても

病院連れていってくれなくて困った。

頭痛薬とかは市販の薬も飲めるんだけど

風邪薬はﾀﾞﾒみたい。

１度飲んで半分死にかかった。

やっぱナナ美ﾁｬﾝもｽﾄｰｶｰにあったことあるんだ???
すごい怖いよね???
しかも今回ﾁﾝﾋﾟﾗみたいな人で。

だから余計に怖くて。

拉致られたらどうしようとかﾏｼﾞ悩む。

桃さん（＠忠義）

食中毒かぁ。

まひるも１回だけなったことありますよ。

１週間ぐらい苦しみました。

なんか去年のｻﾏｽﾍﾟの時と今のたちょの雰囲気変わりましたよね。

なんかｾｸｼｰさが増したってゆーか。

前は可愛いって感じだったけど

今は色気も出てもっそい萌え萌えしてます。

初ﾀｴｺさんですよ。(笑
まひるんちも親とそんなに仲悪いってわけでもないんですけど

忙しくて会話する時間が少ないので

なんかすばるが裏山ｼｽです。

ﾄﾞﾗﾏ楽しみですね。

全国放送して欲しいですよね。

もういい加減関西限定じゃなくてもいいんじゃないかと。

ぽくたさん（＠忠義）



ﾀｴｺﾏﾏ可愛かったですよね。

すごく声も雰囲気も若い感じがしてびっくりしました。

まさかﾀｴｺﾏﾏの声が聴けるなんて思ってなかったので

すごく嬉しかったです。

もうね、ﾎﾝﾄｽﾄｰｶｰｳｻﾞｲ。

死ねばいいって毎日思ってるもん。

なんかﾁﾝﾋﾟﾗみたいな人だから余計に怖いです。

ﾘﾝｸ変更了解しました。

陽菜（＠章大）

１８歳おめでとうー!!!!!＞＜
年齢差は埋められないけど

でも実際年齢差よりも中身の問題だよね。

年下でも大人な子はたくさんいるし、

年上でも幼い子もいるし。

だから中身で勝負なのですよ。（笑

∞ﾚﾝｼﾞｬｰの「ﾅｽﾚﾝｼﾞｬｰ」のくだりまひるも好き。
普段からまひるはﾅｽﾚﾝｼﾞｬｰって呼んでるけどね。(笑
亮ちゃんの涙目はﾔﾗﾚる。

なんか亮ちゃん、生き生きとしてて可愛いなって思う。

そうそう、人っていうのはってゆーのは

完全なたちょのｱﾄﾞﾘﾌﾞです。

ｵｰﾗｽ入ってたんだけどすばるとヨコが手を振り払うから

困ってあのｱﾄﾞﾘﾌﾞが出たんだよね。

すばるがすっごいヨコを笑わかそうとしてて

いつもあの場面はヨコがﾋｰﾋｰ言ってた。（笑

なるなる。忠義は時々ﾊｰﾄをぐわしってわしづかみにされる。（笑

最近では常にですけど。(笑
ﾒｰﾙいつでもしたってー。

頑張ってお返事するから。(笑

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

ｼﾞｭﾆｺﾝのﾊﾟﾝﾌ写ﾒれたら写ﾒ送るねー。

ﾊﾟﾝﾌが見つかるかが問題なんだけどね。

章大の相方さんだからねー。



丸は。

でもまひるは結構すばると丸の組み合わせとかも

好きなんだけど。

たちょは最近は亮ちゃんだよね。

ﾀｴｺさん可愛かった。

なんかあーゆうﾏﾏが羨ましい。

別ﾌﾚ、１３日発売だっけ???
楽しみ。

女性自身、今週こそはたちょかと思ったのに

おばちゃんエイトだったからびっくりした。

でもおばちゃんエイトのたちょがもっそい可愛くて

美形は何やっても美形なのねと思った瞬間でした。

１０万円のｽﾃｰｷ食べてみたいよね。

最近お肉食べてないからお肉が食べたいよーん。

うんﾎﾟﾎﾟﾛのたちょｶｯｺﾖｶｯﾀよね。

あのたちょ好き。

なつみ（＠忠義）

ﾏｼﾞでｽﾄｰｶｰｳｻﾞｲです。

つーか怖いです。

お客さんが入ってくるたびにﾋﾞｸﾋﾞｸしてるのが

すごくｲﾔで。

ﾎﾝﾄ早く普通の生活に戻りたいよー。

みずき（＠章大）

お久しぶりぶり。

ﾎﾝﾄｽﾄｰｶｰとか最悪。

早く解決させて普通の生活送りたい。

なんかこんな時に元彼が警察官なので

近くに居てくれたらいいなって思うんだけど

遠距離なんだよね。(涙

麻里愛さん

初めまして。



ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

麻里愛さんもｽﾄｰｶｰ被害にあわれてたんですか???
それはどうやって解決されたんですか???
良かったら教えてください。

ﾎﾝﾄに毎日が気持ち悪くて最悪です。

ご心配くださってありがとうございます。（涙

あすぴぃさん（＠忠義）

ﾏｼﾞｽﾄｰｶｰ最悪です。

週末仕事に行くのがずっごい怖くてｲﾔです。

ﾎﾝﾄ死んでしまえばいいのにぃって思ってます。

早く平穏な生活取り戻したいです。(涙
なんか結構「Butterfly」ってつく曲好きなんですよね。
「ﾎﾞﾆﾊﾞﾀ」とかも好きだし。

だからせっかくの忠義ｿﾛのﾀｲﾄﾙがKAT-TUNの曲とかぶってるのが
(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝです。
DVDになってくれるといいんですけどねぇ。
やっぱあのｾｸｼｰﾀﾞﾝｽも観たいんで。（笑

まひるもﾍﾌﾞﾝﾘの忠義ｿﾛﾊﾟｰﾄ低くて歌えないですよ。

男の人の中でも忠義の声は低い方なので

女の人には難しいですよね。

FTOが発売になってからｶﾗｵｹに行ってないんで
FTOの曲全然ｶﾗｵｹで歌える自信がないです。(涙
ちなみに最近は感謝＝∞をひたすら聴いてます。

りよ（＠亮）

なんか職場知られてるとか家知られてるとか

そうゆうのがﾎﾝﾄ最悪だよね。

幸い、家は知られてないんだけど

いつ知られるかと思うとﾎﾝﾄ怖くて。

ところでずっと聞こうと思ってたんだけど

りよってグミだよね???（笑
なんか勝手にそう判断してﾘﾝｸ変更しちゃったんだけど。

あと呼び方ってりよでいいのかな???
めぐりよ???



なっつんさん（＠忠義）

ﾎﾝﾄ職場にこられるのがどれだけ迷惑なのか

知らないのかって言ってやりたいです。

でも接客業なのでお店にこられても拒否れないのが

余計にﾑｶつく。

しかも待ち伏せとか最悪ですよねー。

早く普通の生活が送りたいです。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

めちゃ毎日ﾋﾞﾋﾞﾘながら仕事してるよー。(涙
ﾎﾝﾄ早く身を引いて欲しいです。

どうして断られてるのに何度も言い寄ってくるのかが

不思議で仕方がないです。

余計に相手に引かれるだけってのがわからないｱﾎなんだろうな。

いやいや、全然ｳｻﾞｸないよー。＞M＜
むしろ心配してくれてありがとう。

いやいや、おさむ(仮名）はﾏｼﾞ面白いって。
なんかその話し方を表現出来ないのが

悔しいのですが老夫婦が方言でまじめに

しゃべってるのがﾏｼﾞでｳｹるんですって。（笑

まひる、ぶっさん大好きですよ。

基本的にVは岡田くんと剛つんが好きです。
たぶんぶっさん好きは空ほどではないと思うんだけどね。(笑
映画も観に行きます。

ﾎﾟﾎﾟﾛのたちょ、めっちゃｶｯｺﾖｶｯﾀよね。

未樹（＠内・亮）

なんか携帯にﾒｰﾙしようかもっそい迷ってるんですが。(笑
話が長くなるから携帯だと読むのも返事返すのも

大変かなぁとかいろいろ考えて。

ﾊﾞﾄﾝどぞどぞ。もらってって。

うーん。仕事忙しいね。

なかなかﾌﾞﾛｸﾞとかもここ以外は放置しまくりだしね。



でも今週末家の事情で仕事お休みもらったから

少しはのんびり出来るかなって。

紗羅さん（＠忠義）

なんか中学生の時に通販でｷﾞﾀｰ買って以来

ちゃんとｷﾞﾀｰ買ったって∞ﾚﾝｼﾞｬｰに書いてました。
ｷﾞﾀｰはすば倉BAんNDのｵｰﾗｽの時に披露してるんですよ。
(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝなことにまひるは観れてないんですけど。(涙
ｷﾞﾀｰも出来てﾄﾞﾗﾑもうまいなんて

めちゃｶｯｺｲｲですよね。

ﾎﾝﾄ尊敬します。

ってゆーか尊敬しています。



2006.10.03 Tue ｺﾒﾚｽ下に追加しましたーん。

下の記事にｺﾒﾚｽ追加しました。

１度読んだ方ももう１度読んでくださいねーん[:揺れるハート:]
途中ですが残りは木曜日にやる予定なので

お待ちください。



2006.10.04 Wed ぐうたら日記。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、ｼﾌﾄ替わって遅番だったので

帰ってきたのはさっき。

しかもｵｶﾝが出かけているのでご飯まだ食べてないし[:悲しい:]
たぶんそろそろ帰ってくるとｵﾓｰ[:ぴかぴか:]
なんか今日、あんまりご飯食べてないのに

お腹そんなに空いてないんだよね[:猫2:]
まひるにしては珍しいなぁ。

万年腹減らしのまひるたんが!!!!!（笑
しかも最近牛乳が止まらない。

５００のﾊﾟｯｸ必ず１つ飲んじゃうもん[:ぴかぴか:]
なんか冬が近くなると牛乳の時期らしい。（笑

あ。昨日、「ｱﾝﾌｪｱ」面白かった[:ぴかぴか:]
前にやってた時に３〜４話見て見るのやめちゃったんだよね。

それで弟から最終回の話とか聞いたから

結構あやふやな部分多くて[:たらーっ:]
でも昨日見てちょっとﾊﾏったのでﾋﾞﾃﾞｵ借りてこようかなって

思いまして。

今はたぶん人気だと思うから時期をずらして

借りてきまふ[:揺れるハート:]
いやー。篠原涼子さんｶｯｺﾖｽ[:揺れるハート:]
ちょっとﾌｧﾝになりました[:ぴかぴか:]
ｶﾊﾞﾁﾀﾚの時は嫌いだったけど

「anego」、「ｱﾝﾌｪｱ」は良いﾄﾞﾗﾏだったなぁと。
ちなみに花厄は見てないらしい[:悲しい:]
ｺﾞﾒﾝなすって[:悲しい:]
あ。あとﾀｲﾄﾙ忘れたんだけど

伊藤英明さんと土曜日の２１時の枠で

出てた古田さん（ｵｼﾞｰ）と入れ替わっちゃうﾄﾞﾗﾏも

面白かった[:ぴかぴか:]



今、ｵｶﾝが帰ってきてご飯食べたんだけど

ご飯食べてる間にｵｶﾝの[:ケータイ:]が鳴って
また出かけてしまった[:たらーっ:]
ま、ご近所さんに出かけたんですけど[:汗:]
なんかご飯食べ始めたらお腹が空いてきて

何か他にも食べたいなぁって。（笑

まこれ以上食べたらﾔﾊﾞｲんでやめときます。

あぁ、早く明日になってお腹いっぱいご飯食べたいなぁ[:てれちゃう:]

あ。なんか今日、夢見たのね。

誰かｦﾀ友と[:ケータイ:]で話してる夢で
その中でかめち（＠和也）の最近の話とか

出てきて心配だよねぇみたいな話を

しきりにしてたのは覚えてる。

なんかかめちね、来週手術するんだって。

それが治るか治らないか５０％ぐらいの確率らしくて[:悲しい:]
[:メール:]しようかとも思ったんだけど
なんて声かけていいのかわからなくて

[:メール:]してないんだけど
でも頑張れかめち。

きっと大丈夫だよ。

まひるも治るか治らないかわからないって

言われた突発性難聴治ったから

だからきっと大丈夫。

まひるも毎日毎日１時間の点滴を

２ヶ月打ち続けて薬も飲んでそれで治ったから。

かめちは後遺症が怖いと思うんだけど

まひるも再発が怖かったりするし、

かめちは１人ぼっちじゃないから。

ﾎﾝﾄ病気になって健康のありがたみってわかるよね。

せっかく就職決まったんだから

無事に治りますように。



つーかエイトコンの返金戻ってることに

気がつきませんでした[:悲しい:]
うち郵便物はｵｶﾝが管理してて会社のものと

一緒にされてるから

よっぽど大きな郵便物じゃない限り気がつきにくいんだよね[:悲しい:]
この間、OBAﾁｬﾝからの手紙も全然
気がつかなかったし[:悲しい:]
最悪だ。

いつ届くってわかってるものなら注意出来るんだけどね。

ﾎﾝﾄ１日に届く郵便物の量がﾊﾝﾊﾟじゃないので

なるべく自分で会社の郵便物もあさるように

してるんだけどあんまり気分よいものじゃないです[:悲しい:]
なのでまひるが郵便物に気がつくの遅れてそうだなって

思ったらﾒｰﾙくださいねーん。

あ。そだ。今日、上ﾌﾟの誕生日だよね???
上ﾌﾟ、２３歳おめでとー[:揺れるハート:]
何気に上ﾌﾟ、斗真、米花くんとこの辺ｼﾞｬﾆ誕生日が

密集してるくせに

まひるの誕生日はｽﾙｰされてるのはなぜ???（笑
なんか上ﾌﾟとはﾀﾒで誕生日も近いから

嬉しいんだよね[:揺れるハート:]
まひるたん、誕生日、お仕事ですけど何か???
ずーぇーっつたいｵｶﾝ[:ケーキ:]買ってくれないから
自分で買って帰りますけど何か???
いつか絶対大倉忠義さんと

誕生日祝ってやるんだから!!!!!（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明日か明後日ぐらいには。（笑



2006.10.05 Thu 大好きな人。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾔﾊﾞｽ!!!!!ﾔﾊﾞｽ!!!!!

ｷﾀ━━━━ヽ(ﾟ∀ﾟ )ﾉ━━━━!!!!
すば倉BANDの時の写真[:パソコン:]の前に並べて
萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]してるんですけど。
なんかﾉｰｽﾘｰﾌﾞの世界一似合う男、大倉忠義。（恋は盲目

っつーぐらいﾏｼﾞでｶｯｺｲｲんだなぁ[:揺れるハート:]
ﾏｼﾞで二の腕ﾌｪﾁになりそう[:ぴかぴか:]
しかも大倉忠義限定。（笑

ﾎﾝﾄ最近すごく色気ﾑﾝﾑﾝでまひるさん、ﾔﾊﾞｲです[:揺れるハート:]
鼻血出る[:ときめき:]
去年とか可愛い感じだったのに

今年はお色気ﾑﾝﾑﾝで１年で男の子ってこんなに

変わるんだなぁって[:ラブラブ:]
なんかもう男の子なんて言えないよね。

男の人だよね[:ときめき:]
うーわっ。もうﾄﾞﾁﾄﾞﾁだよー[:揺れるハート:]
ﾏｼﾞでｽﾃｷ過ぎる[:揺れるハート:]
もうﾎﾝﾄ最近写真１枚でこんだけﾃﾝｼｮﾝ上げられる

自分が天才だと思える[:上向き:][:上向き:][:上向き:]

あぁ。そうなんです。そうなんです。

明日、MYBIRTHDAYなんですけど（いらん情報
エイトコン、福岡なんですよ[:下向き:][:下向き:][:下向き:]
うーわっ。むちゃくそ行きたいっつーの!!!!!
もう福岡の遠さで断念しましたけど

でもやっかし自分の誕生日に大好きなエイトに

会えたらいいなって思いますよね???
なんか自分の中でお祝いしてもらってる気分で。(笑
福岡かぁー[:下向き:][:下向き:][:下向き:]
(´·ω·`)ｼｮﾝﾎﾞﾘ。



大阪より更に遠くに行っちゃってやんの。

(´·ω·`)ｼｮﾝﾎﾞﾘ。
せめて近くに居て欲しかった[:悲しい:]
昔、１度だけ自分の誕生日に自担の出てる舞台を

見たことがあります[:揺れるハート:]
しかも嬉しいﾊﾌﾟﾆﾝｸﾞ付き。ﾑﾌﾌ[:ハート:]
あの頃もﾎﾝﾄに幸せだったなぁ[:揺れるハート:]
今もすごく幸せだけど[:揺れるハート:]
存在は全然遠いけどそれでも忠義を応援できるだけで

幸せだと思える。

目の前で忠義が笑ってる、感動で泣いてる、歌ってる、踊ってる、

ﾄﾞﾗﾑ叩いてる、お芝居してる。

そんな一場面を観られるだけで幸せだなぁって思える。

そんな存在に出会えたことがHAPPY。
もうあんなに好きになれる人は現れないかと思ってた。

そのぐらい元担が大好きでした。

すごくすごく大好きでまひるの目の前から消えてしまったけど

でも今でも心の中で生き生きと歌って踊って、

お芝居して、いつも笑ってる。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに大好きでした。

福原一哉くん、思い出をありがとう[:ぴかぴか:]
ま、それがまひるが福原と名乗ってる理由かな。

ずっと忘れたくないってゆー気持ちから。

でも今は大倉忠義という人を同じぐらい愛してるし、

大切に思ってる。

あたしってﾎﾝﾄ関西人が好きなんだなぁって思うし。

関西人の温かさってゆーのかな。

そうゆう部分にすごく惹かれる。

だからエイトが大好きだし、

大倉忠義が大好き[:揺れるハート:]
これからもたくさん思い出作っていきたいなって思う。

忠義が一哉の代わりだなんて思ってない。

忠義は忠義。一哉は一哉。

全くの別物。

一哉は思い出の一部になってしまったけど

忠義は現在進行形だし、今、目の前にいる。

もしこの先１０年２０年って経って



事務所から独立する時が来るかもしれない。

それでもきっとまひるは大倉忠義を応援していくと思う[:ぴかぴか:]
忠義がどこに行こうともずっとついていく覚悟は

出来ている。

もう２度と悲しい思いをしたくないし、

好きな人を手放したくない。

もしまひるの目の前から消えてしまっても

それでもまひるは忠義を思い続けると思う。

そのぐらいまひるにとって大倉忠義は大切な存在だし、

大好きな人。

忠義、ありがとう。

後で書けたらまた書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽ

ゆりえさん（＠忠義）

なつみ（＠忠義）

ぽくたさん（＠忠義）

くーさん（＠忠義）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

あすぴぃさん（＠忠義）

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）
V子さん（＠健つん）
しずかさん（＠忠義）

uriﾀｿ（＠忠義）
桃さん（＠忠義）

和子（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ままさん

雅貴さん（＠智久・忠義）

りあさん（＠すばる）

陽菜（＠章大）

ひかるさん（＠忠義） ゆりえさん（＠忠義）
高飛び込み面白かったですよね。（笑

亮ちゃんがちょっとﾃﾝﾊﾟって「楽しめｽ」って

言ってたのとかもっそい可愛くて。（笑

ﾎﾟﾎﾟﾛの忠義めっちゃ可愛いですよねー。

あのﾋﾟｰｽの出し方とかもっそいﾂﾎﾞで。

ﾎﾝﾄあの可愛さは犯罪だと思います。

なつみ（＠忠義）

高飛び込みは技より忠義のお腹周りばかり

気になって。（笑

亮ちゃんのﾋﾞﾋﾞﾘ具合とかﾁｮｰ可愛いし。(笑
うちBS入ってないからTV神奈川で１ヶ月ぐらい贈れて
見てるんだよね。

山梨なのになぜかTV神奈川が映るこのなぞ。(笑
まひる、ｻｯｶｰ得意だよ。

めっちゃﾄﾞﾘﾌﾞﾙとかうまいし。（自分で言うな

ｼｭｰﾄとかも右に蹴ると見せかけて左に蹴るとか出来るし。

だからヒナちゃん、ﾌｯﾄｻﾙﾁｰﾑに入れてー。（切実

ぽくたさん（＠忠義）

ぽくたさんもTV神奈川???
えぇ???丸とヨコのお腹なんて見る余裕なかったですよ。（笑
ひたすらたちょを目で追ってました。(笑
あ。でもヒナちゃんの無駄に鍛えたﾎﾞﾃﾞｰは必見でしたけど。（笑

楽しめｽが亮ちゃんの言葉なのは知ってたんですけど

何をやって言った言葉なのか知らなかったので

あ。これか???って思いました。（笑
あ。ﾊﾞﾄﾝやっておきましたー。

ﾊﾞﾄﾝまわしてくれてありがとねーん。

お姫様ﾁｭｳはﾏｼﾞです。



かんなり凹みますよね。

された人が羨ましいけど

自分がされたらされたで周りで泣いてる人が

いるかと思うとやっかししなくていいって思うわー。（笑

はい。「ｼﾝﾃﾞﾚﾗになりたい！」って感じで

ｼﾝﾃﾞﾚﾗです。（笑

くーさん（＠忠義）

富山、長野お疲れ様でした。

ｱﾊ。まひるも昔Vｺﾝの時、剛つんが客席に立つ演出があって
その時ﾊﾞｯﾁﾘ画面に映ってました。（笑

しかもその回がﾋﾞﾃﾞｵになってしまいましてー。(笑
まんまとﾋﾞﾃﾞｵに映りこんでしまいました。

しかもそのﾋﾞﾃﾞｵたまたま買ってて見たら

うぇぇぇー???
ってなりました。(意味不
大丈夫ですよ。

これ以上の席運はもう２度とないんだろうなって

思いつつ

結構まひるは前の方で入ってますから。

だから肝心な時にﾊｽﾞﾚるんだけどね。（苦笑

たちょ、今年に入ってｸﾞｰﾝと色気が増しましたよね???
ﾔﾊﾞｽです。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

ﾁｭｳは確かに自分がされたら嬉しいけど

でも周りの人の視線も怖いし、

周りの人が凹むからやっかしされない方が良いです。

だからお姫様ﾁｭｳだけは勘弁して欲しいなって。

あ。まだ少ｸﾗ見てないや。

今日、また起きたら１５時半とかで凹んだまひるです。

ちなみに目覚ましｶﾞﾝｶﾞﾝにかけてるんだけど

確実に止めて寝てる。（苦笑

もう事実上松竹座で１０日ぐらいの公演を

行うのがﾑﾘってことなんだよね。



そのぐらい人気が出てしまったってことでしょう。

だから寂しいけどエイトの旅立ちだと思って

応援していきたいと思ってます。

ｻﾏｽﾍﾟはやるんじゃないかと勝手に推測してるんですけど。（笑

最近ひたすら寝る前にﾚｲﾆｰ聴いてる。

あのｼﾝｸﾞﾙすごく好きなんだ。

ﾍﾌﾞﾝﾘも入ってるし。

あ。ﾊﾞﾄﾝやっておきました。(笑
ﾊﾟﾝﾌ後で探してみるねー。

ｵｶﾝ姿のたちょ、めちゃくちゃ可愛いよね。

でも立ち上がったらｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰなんですけど。(笑
へぇー。いそうなのがすばるとたちょと丸なんだ???
やっすんとヨコと亮ちゃんはまひるもなしだと思うわー。

あぁ。うんうん。

亮ちゃん、ｵ○ｸっぽいよね。(笑
髪型のせいかなぁ???
空は元V担だからねー。
まひるは嵐担だったんだけど。

うん。結局長野博さんの誕生日に結婚式あげることに

なったらしくどえらい勢いでﾒｰﾙきたもん。（笑

元博担のくせに。（笑

あすぴぃさん（＠忠義）

TV　LIFE買いました???
それの仙台ﾚﾎﾟのとこでｽﾃｰｼﾞから最前の子に

座り込んで口突き出してる写真あるじゃないですか???
あれがたぶんその時の写真だと思います。

仙台の次の日ぐらいに行った友達のﾚﾎﾟ読んで

凹みましたもん。

最近ｴｲﾄﾒﾝの中で流行ってるようですが

あれだけはやめて欲しいと切実に願います。

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）
なんかTV　LOFEにその時の写真ちょっと載ってるよね???
なんか四つん這いになってまでもやりたかったってことに



凹む。

え???ﾏｼﾞで???ｵﾊﾞｻﾝだったの???
じゃ、まだいいや。(開き直る
ﾘｱﾙに可愛い子とかだったらﾏｼﾞで立ち直れない。

でももし自分がされても嬉しいんだけど

周りの人の視線が怖いじゃない???
だからそれ考えたらしなくていいってゆーな。（笑

だから仙台で封印してくれ。

お姫様ﾁｭｳは。

V子さん（＠健つん）
やっかしお姫様ﾁｭｳの話は凹みますよねぇ???
まひるも知ってからしばらく泣きました。

相方に考えるなって言われましたけど。

でもやっかし想像しちゃうじゃないですか???
もうね、四つんばいになってまでしたってことに

凹みを覚えます。（涙

別ﾌﾚ、めっちゃｶｯｺｲｲですよねー???
なんか忠義さん、今年に入ってからｸﾞｰﾝと色気が増して

ﾔﾊﾞｽですよね。

そんなんで腕枕とかしてもらったらﾄﾞﾁﾄﾞﾁで眠れないですよ。

もしくは安心しきって爆睡か。(笑
ﾏﾒがある手もｽﾃｷですよねー。

あ。今ふとたちょの運転でﾄﾞﾗｲﾌﾞ行く妄想してました。

しかもﾊﾞｯｸで運転してる時の横顔に

萌え萌えしたりして。（笑

わー。いいなぁ。ｽﾃﾁ。

しずかさん（＠忠義）

まひるも忠義のお姫様ﾁｭｳは見たことないんですけど

今まで章大、ヨコ、亮ちゃんと見てきているので

やっかしいろいろ想像してしまって凹みました。

あ。広島、ﾁｹｯﾄ譲ってもらえたんですか???
良かったですねぇ。

ﾃﾗ裏山ｼｽです。



たちょ、髪くくってたんですか???
わー。観たいです。

なんかたちょを最後に見てから１ヶ月が過ぎまして

すでに禁断症状がおきているってゆーね。

ありがとうございます。

ﾎﾝﾄ山梨行けると嬉しいんですけどねぇ。

なんか悲しいです。

当日はｸﾞｯｽﾞだけ買いに行こうかなぁって思ってます。

uriﾀｿ（＠忠義）
ですよねー。(笑
大倉担と言えばｼﾝﾃﾞﾚﾗですよねー。（笑

でもuriﾀｿのｱﾘｽもめっちゃ可愛いよね。
何気にｱﾘｽとかｼﾝﾃﾞﾚﾗとか白雪姫とかﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝとか

ﾋﾟﾉｷｵとか好きなんだよねぇ。

ｱﾘｽってuriﾀｿっぽい。（笑

桃さん（＠忠義）

まひるもHTMLは少ししかわからないんですよねー。（苦笑
なので土台を友達に作ってもらって

自分で画像と背景だけ作ったりとかで。

前回、今回と友達に作ってもらったんですけど

すごく気に入ってます。

ﾃﾝﾌﾟﾚが可愛いとﾌﾞﾛｸﾞを書く意欲が増すので。（笑

ｺﾅﾝ全巻持ってたんですかー???
裏山ｼｽ。

まひるも自分の部屋のﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷが壊れた時、

ｦﾀﾋﾞが１本切れました。（涙

若干凹みました。

でもエイトはたぶん入ってなかったと思うので

それだけが救いで。

そうなんですよねー。

昔のﾋﾞﾃﾞｵとかたくさんあるので

DVDﾚｺｰﾀﾞｰとかだけには出来ないんですよねー。
だからDVDﾚｺｰﾀﾞｰとﾋﾞﾃﾞｵが一緒になったやつが欲しいんですけど。



和子（＠忠義）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

接客の仕事してると楽しいんだけど

人に酔う。（笑

だから休みの日は１人で過ごすことが多いかなぁ。

時々友達とご飯食べに行ったりしてるけど。

でも買い物とかも基本ﾁ的に１人で行く人だし

あんまり寂しがりやではないらしい。（笑

弟さんと２人暮らしだったらまだ引きこもりになっても

１人じゃないから安心じゃない???
１人暮らしで引きこもると本物のﾋｯｷｰになってしまう。（笑

みんなやっすんのｻﾛﾍﾟｯﾄが可愛かったてゆーよね。

だからもっそい見たくて見たくて

仕方がないんだけど。

正直しんどいでつよさんがｻﾛﾍﾟｯﾄはいてたらしいね。

それさえも見逃しました。（ﾁｰﾝ

りりかさん（＠忠義）

大倉忠義さんの男前度もｱｯﾌﾟしてるけど

色気もｸﾞｰﾝとｱｯﾌﾟしてない???
そんなｾｸｼｰ路線に入られるとお姉さん困ってしまうんですけど。(笑
はい。秋ですね。(笑
頭の中は春ですけども。（笑

わー。ﾋﾟﾝﾎﾟﾝも少林ｻｯｶｰももっそい好き。

CG使いまくりなんだ???
それは今までにない趣向でいいんじゃないでしょうか???（笑
なんかﾌﾞﾙｰﾊｰﾂが解散した時は結構凹んだなぁ。

でもﾊｲﾛｳｽﾞでまたﾏｰｼｰが一緒だったから

それが嬉しかったりして。（笑

今もそうだしね。

うん。音楽はﾊｰﾄだと思う。

ままさん



初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾏｼﾞですか???
ｽﾞﾛｰｽってﾊﾟ○ﾃｨｰと別であるんですか???
元々山梨出身じゃないんであんまり詳しくないんですよ。

（じゃ、書くなよって話ですよね???）
両親が山梨出身でまひるは東京生まれの東京育ちで

５年前に山梨に引っ越してきたんです。

だから山梨に来てからのおばあちゃんとか両親の甲州弁で育ったので

あんまり詳しくなくて。

ままさんは山梨の方なんですか???

雅貴さん（＠智久・忠義）

たちょﾏﾏが元ﾓﾃﾞﾙとかじゃなくて

元ﾓﾃﾞﾙのｵｶﾝとゆう設定でたちょがｵﾊﾞﾁｬﾝの扮装を

したんだと思います。

わかりにくい書き方でｺﾞﾒﾝなさい。

いや、まひるは全然たちょﾏﾏとか見たことないです。

たちょの下の弟の卒ｱﾙなら見たことあるんですけど。

たちょの卒ｱﾙも小学校の時のしか見たことないですし。

案外そうゆうの疎い方なんですよ。ﾎﾝﾄに。（笑

りあさん（＠すばる）

りあさん、ちろり（＠亮）のとこで発見しました。(笑
なので誰担さんかわからなかったんですけど

そこですば担だと知りました。(笑
ｽﾄｰｶｰ対策ありがとうございます。

ですよねー。

男の人と歩いてるとこ見られたら逆上する場合も

ありますよねー。

でも彼氏いるんで。って断ったんですよ。

（ｳｿですけど）（笑

それなのにしつこいんでﾎﾝﾄｳｻﾞｽです。

一応家の近所のおまわりさんと親が親しいので

ひどくなったら相談してみようかなって



思ってます。

今はﾎﾝﾄ何が起こるかわからない世の中なので

お互い気をつけましょうね。

陽菜（＠章大）

大丈夫。あたしも実年齢より下だから。（自慢することじゃない

落ち着いてる部分もあるんだけど

もっそい落ち着きないから。（笑

あ。あたしもﾎﾞｹﾀｲﾌﾟかも。

突っ込みでないことは確実だわ。

まひるもﾅｽって呼ぶなぁ。

ヒナちゃんはﾅｽがしっくりくるよね。

たちょの人っていう字はのくだり好きだわー。

あれもっそい可愛いよね。

すばﾁｬﾝ、ﾎﾝﾄﾃﾝｼｮﾝ上がるとめちゃくちゃ面白いよね。

ﾃﾝｼｮﾝ上がってるすばﾁｬﾝが大好き。

丸ちゃんってﾎﾝﾄﾅｲｽｷｬﾗだと思うわー。

あのﾃﾝｼｮﾝはﾏｼﾞ最高。

ｵｰﾗｽじゃない方の∞ﾚﾝｼﾞｬｰの
最後のとこでﾌﾞﾗｯｸが仲直りして

嬉しくてﾌﾞﾙｰがｸﾞﾘｰﾝに抱きつくんだけど

ｸﾞﾘｰﾝに払いのけられてるとこあるから見てみて。

ﾏｼﾞｳｹるから。

ひかるさん（＠忠義）

硝子の少年のｼﾝｸﾞﾙ見たら９７年発売だったよー。

だからまひるが中２の時らしい。

うーん。最近エイトの中でﾌｧﾝｻでお姫様ﾁｭｳするのが

流行ってるみたいで

やっすんも見たことあるけど

ヨコも亮ちゃんも見たことあるんだよね。

だからかんなり凹む。



2006.10.06 Fri ２３歳ｲｴｰｲ。　

こんばんﾜﾝﾂｰ。

今日で２３歳になった大倉担まひるですけどもー。

たくさんの方からおめでとうﾒｰﾙいただきまして[:ポロリ:]
ﾏｼﾞでありがたいなと[:てれちゃう:]
そういや、ﾌﾞﾛｸﾞ始めた時って２１歳とかじゃなかったっけ???
そう考えるとあっという間で

たくさんの出会いがあって仲間に恵まれたなぁって

すごく思います。

忠義への気持ちの再確認も出来てすごく毎日ﾌﾞﾛｸﾞ書くのが

楽しくて家にいる時はﾎﾝﾄ[:パソコン:]いじってること
多かったなって。（笑

おめでとうって言ってくれる仲間がいるから

ここまで頑張ってこれたと思ってます。

ﾎﾝﾄに支えてくれた仲間に感謝しています。

みんなが居たからエイトが居たから

ﾂﾗｲ時も苦しい時も乗り越えてこれました。

本当にありがとう。

最高の誕生日を迎えることが出来ました。

これからもたくさんの出会いをして

たくさんの笑顔をもらって頑張っていきたいなって

思ってます。

本当にありがとう。

あ。つか昨日のﾚｺﾒﾝにちろたん（＠亮)出てましたね。（笑
ちょっと飲んでるお茶吹き出しそうになりました。（笑

まひるの知ってる限りちろたんがﾚｺﾒﾝに出るのは

３回目なんですけどもっと出てるのかな???
つかあたしもﾚｺﾒﾝにﾒｰｳすればよかった。

元彼とのお付き合い６年と８ヶ月だったもん。

８０ヶ月よーん[:揺れるハート:]
ちょっとすごくね???
なのにお別れしてるあたしって何???



８０ヶ月より大倉忠義を選択しましたけど何か???
生でおしゃべりすることもままならない

そんな大倉忠義を選びました。

現実を見てないわけじゃない。

夢見てるって思われるかもだけど

まひるにはこれが現実なんです[:ぴかぴか:]
大倉忠義を想う気持ち。それが現実。

痛いｦﾀだってことぐらいわかってるけど

でも好きなんだもん[:揺れるハート:]
大好きなんだもん[:揺れるハート:]
いちﾌｧﾝでもかまわない。

大勢の中の１人でも全然かまわない。

それでも忠義を見て応援出来ることが幸せだから。

忠義にはいつも感謝してる。

忠義の支えあってこその福原まひるだから。

忠義の支えがなければ

今こうして生活できてないんじゃないかなぁって思う。

忠義の笑顔、言葉ひとつひとつにすごく考えさせられ

励まされる。

大倉担で良かったななんて今まで

何十回何百回思ったことか。

ありがとう忠義。

大好きです[:揺れるハート:]

つかね、昨日、夜「ﾚｯﾄﾞ・ﾄﾞﾗｺﾞﾝ」見てたのね。

なんかその間にﾒｰﾙとか来るじゃん???
で、気になるからﾒｰﾙ見てたりすると

もう話が全然わからないの。

しかも洋画じゃん???
そんなわけで最後まで見たけど話が６０％ぐらいしか

わからなかった。

ｱﾌｫ丸出し。

でね、昨日∞ﾚﾝｼﾞｬｰを見てて思ったこと。
まひるも修学旅行で広島行ったことあるし、



ﾌﾟﾗﾍﾞでも行ったことあるのね。

で、原爆ﾄﾞｰﾑとか見た時のこと

思い出した。

今、自分はこうして平和な日々を送ってるけど

世界のどこかでは戦争が行われていて

たくさんの人が命落としたりしている。

そうゆうことを常に念頭において

平凡な生活がいかに幸せかってことを考えていきたい。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄどぞ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.10.07 Sat 大倉忠義とあてくしの思い出作り。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いつもｷﾞﾘｷﾞﾘまで寝てたいまひるが

今日は１２時出勤なのに支度を早く終えて

１０時からﾌﾞﾛｸﾞ書いてた[:ぴかぴか:]
珍しいこともあるものだなぁと。

でも職場についたのがｷﾞﾘｷﾞﾘだったってゆーね。(笑
どんだけﾌﾞﾛｸﾞに夢中になってるんだ???って話ですよ。

あ。それでね、りりかさん（＠忠義）から

誕生日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄが届いてまして[:揺れるハート:]
本当にありがとうでした[:ポロリ:]
ﾏｼﾞで嬉しかったです[:揺れるハート:]
お礼に耳元でｱｶﾍﾟﾗでCarnival歌いましょうか???（最悪
歌のﾚﾍﾞﾙはヒナちゃん級なんですけど。（笑

まひるたん( ﾟДﾟ)ｲｯﾃﾖｽｨ。

つーかつかヒナちゃんﾚﾍﾞﾙとか言ってる場合じゃないし。

だって１２月に松竹座でヒナちゃん、やっすん、丸ちゃんの

各自のｿﾛｺﾝｹﾃｰｲしたそうで[:ぴかぴか:]
何気にすごくない???
亮ちゃんもｿﾛｺﾝやってるし、

すばると忠義はﾊﾞﾝﾄﾞでやってるし、

それでヒナちゃん、丸、やっすんと来たら

後は横山さん何します???
独り笑点やります???
じゃ、ｹﾃｰｲ。

横山さんは独り笑点で!!!!!
ﾃﾗﾜﾛｽ。

行くのどうしようかなぁ。

行くならたぶんヒナちゃんかやっすん。（笑



丸ちゃんはありえないらしい。

丸ちゃんとか「ｺﾞｰﾅｰﾄｩｰｻﾞｰﾜｰ♪」でしょ???（爆笑
（↑小ﾊﾞｶにしすぎ。

後なんだっけ???
「お前がいる」でしょ???（古っ
で、「Carnival」丸ちゃんVar.でしょ???

うーん。うーん。
どうせ見るならやっかし３人の各自のｿﾛが見たい[:ぴかぴか:]
うーん。ヒナちゃん、やっすん、丸ちゃんかぁ。（←不服か???
しばし考えることにするよ。

あ。あと丸とやっすんのﾄﾞﾗﾏ、

ﾃﾚ東でｽﾍﾟｻﾙ「自転車少年記」。

１１月２３日放送予定だそうで[:パー:]
１２時半〜かな???
詳しくは何かﾁｪｯｸしてくらぱい。

（↑いい加減な人。

夢あり恋ありな感じらしいですﾊﾟｲ。

なんかﾎﾝﾄにｼﾞｬﾆｰさんのお気に入りになると

仕事入ってくる量が違うね[:揺れるハート:]
ｼﾞｬﾆｰさんの「ﾕｰ達面白いよ。」の一言でｹﾃｰｲだからなぁ。（笑

つーか明日お休みだったはずがなぜかお仕事に[:悲しい:]
でもｼﾌﾄがｱﾊﾞｳﾄになっていて

朝１０時から１５時までの５時間ｻﾞﾏｽ[:汗:]
なのでﾌﾙﾀｲﾑでのお仕事ではないｻﾞﾏｽ[:ぴかぴか:]
ま、１５時にあがれるならいっかーって感じだよね[:ぴかぴか:]
どうせ[:家:]に居たってぐうたら寝てるんだし[:たらーっ:]
いやね、でもﾎﾝﾄの休み入れた目的は留守番だからね[:パー:]
なのに仕事してるあたしって···｡

ﾏｼﾞで貧乏暇なし状態なんですけど[:悲しい:]
最近ﾁﾏﾁﾏとよく働いてるなぁ。あたし。（ﾊﾀﾗｹ

馬車馬のように働きたまえ。（笑

ｶﾞｯﾂﾘｶﾑで働けば誕生日に地方行けちゃったりするかも

だからまひるたん、ｶﾞｯﾂﾘｶﾑよ[:パー:]



ﾏｼﾞ今回の福岡にはしてやられたからなぁ[:パー:]
しかもあてくし自分の誕生日忘れてたからね[:ポロリ:]
申し込み終わってから誕生日に気づいた。（ﾁｰﾝ

６日って追加されたんだっけ???
それさえも覚えてないｯｽ[:パー:]

くっそぉー。大倉忠義とまひるたんの思い出作りのために

馬車馬のように働いてやるぅー!!!!!

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとな。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にﾊﾞｼっとｺﾒﾝﾄくだﾊﾟｲ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.10.08 Sun 来月はｼﾞｬﾆｼｮで大人買い。

おはようごじゃりますだ。

案外早く目が覚めて自分でもびっくりしている

大倉担まひるですけどもー。

[:犬:]の散歩も終わり、後は支度して仕事行くだけ[:ぴかぴか:]
それも余裕たっぷりなんですけど[:ぴかぴか:]
そんなわけで今日の仕事のｼﾌﾄ、早く起きれたら１０時からって

言われてるんで１０時に余裕で間に合いそうです[:チョキ:]
うーん。まひるたん、ﾅｲｽ!!!!!
今年の目標、馬車馬のように働く[:チョキ:]だからね[:ぴかぴか:]
なんかなるべく自分のｼﾌﾄに穴開けたくないしねー。

つーかｵｶﾝに寝不足そうだねって言われてそりゃそうですって。

２時に寝て６時に起きてるんですから!!!!!!
ま、いつもこんな感じなので気にもなりませんが[:パー:]

大倉忠義さんってｺｰﾋｰはﾌﾞﾗｯｸ派でしたっけ???
まひるはｶﾌｪｵﾚしか飲めませんけど[:悲しい:]
そして朝ごはんにはﾊﾞﾅﾅですよ。（笑

朝ごはんの締めくくりにﾊﾞﾅﾅ。

これが体の活力になるようです。

なんでﾁﾝﾊﾟくんだけじゃなく大倉忠義さんもﾊﾞﾅﾅを

食べてください[:揺れるハート:]
まひるからの愛のﾒｯｾｰｼﾞでした。（逝ってよし

そ、そ。前から思ってたんですが

このﾌﾞﾛｸﾞ、「日々、大倉忠義。」と「One Way」は
連動してるので両方読んでくださるよりわかりやすく

なっております。

ﾘﾝｸもこっちのﾌﾞﾛｸﾞで名前出てくる人が

向こうにﾘﾝｸに貼ってあったりするんで[:パー:]



なので両方読んでくださると嬉しいです[:揺れるハート:]

あーぁ。結局今日５時間労働だし[:悲しい:]
休みのはずだったのにまんまと先輩にだまされたね[:悲しい:]
２時間なら出れる???って聞かれてそれなら出れますけどぉー[:悲しい:]
あ。じゃ、１５時まで出れる???
出れますけどぉー[:悲しい:]
じゃ、１０時から出れる???出れないこともないんですけどぉー[:悲しい:]
つーか今日、休暇だって言ったじゃんかー!!!!!
誘導尋問だよ[:むかっ:]
いいんです。いいんです。

まひるたん、これから馬車馬のように働くって決めたんですから。

冬に向けてがむばります。

冬、行くかどうかまだ決めてないけど[:悲しい:]
なんか絶対何かあるって思ってたんだよなぁ。

ｸﾘﾊﾟがなくなってそのまま放置ってことは

絶対ありえないと思ったから

会場変えてとか何かあるんじゃないかって

思ってたけどまさかｿﾛｺﾝとはねー[:ぴかぴか:]
うーん。

ｿﾛｺﾝ諦めてｼｮｯﾌﾟで忠義の写真大人買いしちゃおうかな。

たぶんそうすると思う。

空（＠章大）は病院と旦那さんの許可が出たら

重たいお腹でｿﾛｺﾝ行くみたいだけど。

ｿﾛｺﾝに行きたいんだけど

財布の中身の調整しないとまひるたん生きていけませんよ。

ﾄﾞﾘﾎﾞだって出るかどうかわからないし、

滝沢演舞城も出るかもしれないし、

ﾁｹ代ﾊﾞﾊﾞﾝと出せる状態じゃないとﾔﾊﾞｲしねー。

なのでまひるたんは充電期間に入ります。

いつでも大倉忠義さんと会えるように[:揺れるハート:]
やっかしeighterといえども大倉忠義さんﾒｲﾝで
考えないと全部が全部行けるわけじゃないから[:パー:]
これが東京だったら確実に３人分申し込んでるけど[:ぴかぴか:]
さすがに大阪だとねぇ[:汗:]
まぁ、いいや。忠義の写真欲しいと思ってた頃だし。



大人買いしちゃいますよーん[:揺れるハート:]

じゃ、そろそろ時間なんで。

また帰ってきたら書きますねーん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽ後で出来たらやります。

お気軽にｶﾞｯﾂﾘｺﾒﾝﾄどぞ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.10.08 Sun 好きな人を殺してまでの運命って。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目大倉担まひるですけどもー。

さっきまで「あずみ」見てました。

見るのは２回目なんだけど

途中泣きそうになったりうわーって熱くなるｼｰﾝとかも

あって面白かった[:ぴかぴか:]
あずみの時の上戸彩ちゃん大好き[:揺れるハート:]
上戸彩ちゃんは金八の時とかあずみみたいな

男っぽい役がすごく好きなんだよねぇ[:揺れるハート:]
うわー。ｶｯｺｲｲ[:揺れるハート:]って思って
ﾜｸﾜｸした。

まだ「あずみ２」見てなかったから２もぜひみたいなぁ。

やっぱりなちとのお別れがすごくつらかったなぁ。

２はなちにそっくりな人が現れるんでしょ???
楽しみだなぁ。

これも近々みたいなって思います。

で、今は「情熱大陸」の千原兄弟のやつ見てます。

千原兄弟何気に好きなんだよねぇ[:揺れるハート:]
なんか久々に千原兄弟のﾈﾀがちょっと見れて嬉しかった[:ぴかぴか:]
前はこの情熱大陸って番組、山梨ではやってなくて

すごく見たいやつがあったのに見れなかったことがある。

ｶﾞｯｶﾘである。

今、旅行先のｵｶﾝの[:ケータイ:]から電話があったんだけど
ｵｶﾝの電波が悪くて全然繋がらなくて

家の[:電話:]からかけたんだけど
電波の届かないとこにいますってなってた。

あ。ちろたん（＠どっくん)情報からで



今度の火曜日が大倉自身（女性自身）なんだって[:揺れるハート:]
楽しみだなぁ[:楽しい:]
何やるんだろ???
むちゃんこ楽しみなんだけどぉー[:揺れるハート:]
亮ちゃんがﾁｬﾚﾝｼﾞしたものも聞いたんだけど

昔だったら考えられない光景だ。（笑

楽しみにしてよ[:ぴかぴか:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽ明日やれたら。（笑

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.10.10 Tue 何気風間ﾌﾘｰｸ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

乱視の入ってる大倉担まひるですけどもー。

今日は眼鏡さんです。

はい。ただｺﾝﾀｸﾄ入れるのがめんどっちいだけです。

つーかいつも休みの日は裸眼なんだけど

今日は[:パソコン:]やるのにもっそい
目がﾁｶﾁｶするのでｺﾝﾀｸﾄ入れようかと思ったんだけど

かなりめんどっちいので

眼鏡をかけてみました。

つーか眼鏡あるなら最初っから眼鏡にしろよって

思うでしょ???
眼鏡、度があってないんだよねー[:悲しい:]
でも[:パソコン:]やるぐらいだったら
全然眼鏡で大丈夫っぽい[:グッド:]
それでも文字打ちながら時々前のめりに

なってるんですけど[:悲しい:]
うーん。

ｺﾝﾀｸﾄ入れようかなぁ[:悲しい:]
まぁ、いいや。

今日は眼鏡で。

ﾌﾞﾛｸﾞも早々きりあげてのんびり過ごそう[:てれちゃう:]

あ。大倉自身見たー!!!!!
髪にﾒｯｼｭ入ってるなんてﾚﾎﾟ読んでないから

全然知りませんでした[:悲しい:]
（↑大倉担失格。

うーん。ﾒｯｼｭも好きだけど

やっかし髪が長めだから黒髪か茶髪の方が似合うよね???
大倉忠義ならなんでもいいんですけど[:揺れるハート:]
（↑単純ｵﾊﾞｶ。

え???自担甘甘ですか???
そうなんですよねー。



かんなり自担甘甘さんです[:揺れるハート:][:揺れるハート:][:揺れるハート:]
かんなり恋は盲目ｵﾊﾞｶさん。

いやいや、そんなこともないんだけど

大倉忠義さんのｲﾔな面とかもちゃんと見てるけど

でも好きな部分が大きすぎて

かき消しちゃうんだよね[:揺れるハート:]
あぁ。それが恋は盲目ｵﾊﾞｶさんなのか???（笑
もういいよ。

ｵﾊﾞｶさんでも何でも。(笑
だって大倉忠義さんが好きなんだもん[:揺れるハート:]

ﾄﾞ━(ﾟДﾟ)━ ﾝ !!!
あ。打ちあがってもうた[:たらーっ:]

あ。この間さ、物まねﾊﾞﾄﾙ???
よくわかんないんだけど物まねの番組見てたのね。

で、金八に出てた子が出たんだけど

その時誰だかわかんなかったんだけど

司会の人が（扮装中

「かねすえけんじろうの物まね」とかやってて

そんなﾏﾆｱｯｸなのわかる人いんのかよー!!!!!って
１人で爆笑してました。

ちなみに全然似てなかったんですけど[:悲しい:]
ﾌｭｰﾁｬﾘﾝｸﾞ風間俊介ですよ[:てれちゃう:]
えぇ???ちなみに何年前の話???
確か亀ちゃんがﾘｱに中３だった気がするんだけど

違ったかな???
ﾘｱに中３だったら５年前とか???
恐るべし金八ﾏｼﾞｯｸ。

だってYUKIさんに金八見てましたー。
握手してくださいって言わしめてしまう人ですから[:パー:]
侮れないな。兼末健二郎。（←漢字あってる???
あぁ。そうだ。

ﾍﾟｰさんのDVD（秋葉原＠DEEP）も借りてこないとなぁ[:てれちゃう:]
もうだって斗真とか役名で連載書いてたりするから

全然見てないまひるとしては誰が誰だか。

ま、ﾍﾟｰさんが風間さんってことだけは知ってるんですけど。



ｲｯﾂｱ風間ﾌﾘｰｸ。
なんかね、最近思ったね。

ｲﾔよｲﾔよも好きのうちってね。(笑
程よくｷｼｮｲとまた見たくなるでしょ???
それと一緒[:パー:]
ﾍﾟｰさんのお芝居とかあのｷｼｮｲ具合がいい感じ[:グッド:]
歌ってるときのｶﾒﾗ目線も今となっちゃ貴重ではないか[:パー:]
あんなとこに気づくのは風間担かまひると空（＠章大）

ぐらいでしょ???
いや、誰か気づいてー!!!!!（笑
ﾍﾟｰさんのﾅﾙぶりを見たってやー[:たらーっ:]
これで１時間は笑って過ごせるから。

あ。今日、ﾍﾟｰさんについて語ってもうた[:悲しい:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

ｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.10.11 Wed 羽ばたけ、大倉忠義。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

最近ｷﾞﾘｷﾞﾘまで寝ていたい

腐れ外道の大倉担まひるですけどもー。

最近Webでｼｹﾞたんの連載も復活し、
毎日更新が楽しみで仕方のない２３歳でございます。

ちなみに今日は眼鏡ではございません[:楽しい:]
ｺﾝﾀｸﾄもすでに外し、それでも昨日より

断然よく見えてる次第でございます。

なんで???(笑
昨日なんて全然見えなくて打ち終わったら

画面に近づきまた打ち終わったら画面に近づきって

やってたのに。

ちっくそーでございます。
ところでこのｷｬﾗ何ｷｬﾗ???（笑

つーか今日ね、仕事から帰ってきて靴脱いで

部屋にあがって何か足元がおかしいなと

思いつつ[:パソコン:]やってて靴下の裏をふとみたら
５ｾﾝﾁぐらいのﾃﾞｶｲ穴が開いてたの!!!!![:びっくり:]
つーか指が１本通るぐらいの穴ならわかるよ。

５ｾﾝﾁの穴って相当ﾃﾞｶｲよ。

良かったー。

今日仕事で靴脱ぐｼﾁｭｴｰｼｮﾝなくて。（笑

そりゃ大倉忠義もｶﾞｯｶﾘさ。(笑
(´·ω·`)ｼｮﾝﾎﾞﾘ。
そんな大きく開いてるってことは今日開いた穴じゃないよね???
前から日に日に育ってきた穴だよね???
あー。自分で言っててｶﾞｯｶﾘだよ。

(´·ω·`)ｼｮﾝﾎﾞﾘ。

今日は仕事の帰りにM岡（♂）（まひるの下僕）と



ご飯食べてきました。

単にﾊﾟｽﾀが食べたかっただけってゆーね。

昨日山梨ではﾒｼﾞｬｰ（？）なﾊﾟﾋﾟｯｸという無料配布の

冊子があるのですがそれにﾊﾟｽﾀ特集が載ってたので

ﾊﾟｽﾀが食べたくなってM岡を誘って行ってきました。
ちなみにｶﾙﾎﾞﾅｰﾗじゃなくてｸﾘｰﾑｼﾁｭｰみたいなやつがあって

それがﾏｼﾞうまくて

今日の収穫ﾊﾞｯﾁｼじゃないでつか???って
１人ﾆﾝﾏﾘ[:イヒヒ:]
散々M岡をからかい満足すると
今日は見たいﾄﾞﾗﾏもあるのでさっさと切り上げてきました[:たらーっ:]
しかもM岡のおごりで[:ラブラブ:]
いやいや、M岡ね、可愛いやつなんだって。(笑
ﾀｲﾌﾟじゃないけど···。（いや、ﾀｲﾌﾟかな???
M岡、天然ﾁｬﾝなんだよねぇ。
しかもまだ１９歳だし。

おっと犯罪[:悲しい:]
ﾉﾝﾉﾝせめて大倉忠義さんみたく２１歳になってからで[:パー:]
はぁー。大倉忠義も２１歳なんだよねぇ。

なんか大きくなったなぁ。

何が???ナニが!!!!!（笑
違う違う[:パー:]
なんかまひるが意識してみるようになってから。

確か１５歳の時からだからもう６年なんだねぇ[:ぴかぴか:]
なんか３年無駄にしたな。(笑
１２歳からの忠義ってうっすらとしか覚えてないんだよね[:悲しい:]
知らなかったわけじゃないんだけど

そんなに印象が強かったわけでもなくて

大勢の中の１人でしかなくて

特別な存在ではなかった。

それが今じゃ、まひるを語るに当たって欠かせない人と

なってるもんね[:ぴかぴか:]
びっくりだわ[:びっくり:]
これからも大きく成長して羽ばたいてください。

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.10.12 Thu 首謀者は大倉忠義で。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

仁ちゃんどうしちゃったんだろ???
なんかすごく心配[:ポロリ:]
でも仁ちゃんは歌うことが大好きだから

絶対やめたりはしないと思うんだ。

走り続けることに疲れてしまったのか???
仁ちゃんはそんな弱虫じゃない。

喉の調子が悪いという声も聞くけど

だったらそう正直に言って欲しいと思うし、

理由もわからず活動休止と言われても

ﾌｧﾝがｼｮｯｸを受けるだけだよね。

絶対絶対仁ちゃん帰ってきてね。

約束だよ。

仁ちゃんのこと信じてるから。

世の中には仁ちゃんのこと待ってるたくさんのﾌｧﾝの人がいるんだもん。

負けず嫌いの仁ちゃんだけど

たまにはﾌｧﾝに甘えてみてもいいんじゃないかなぁ。

弱い部分見せてもいいんじゃないかなぁ。

だから仁ちゃんの声を聞かせてよ。

仁ちゃんの今思ってること不安なこと

ぶつけてみてよ。

エイト担のただのぼやきにしか聞こえないかもしれない。

それでも仁ちゃんを思う気持ちは

８年前と一緒だよ。

まひるにとっても大切な赤西仁なんだよ。

だから早く戻ってくることを祈ってます。

せてさて今日、TV LIFEを買いに行こうと思ったんだけど
もっそいﾌｯﾄﾜｰｸが重くて外に出られないぐらい

しんどくて[:悲しい:]
最近なんでこんなに疲れてるんだろう。



今日、１３時に起きたんだけど

それでも眠くて眠くて[:眠たい:]
体が重たくて[:悲しい:]
[:パソコン:]の前に座ってるのもしんどくて[:ポロリ:]
なので今日は早めにﾌﾞﾛｸﾞ書いて寝てしまおうかと

思ってるんだけど[:悲しい:]
うー。ﾚｺﾒﾝどうしようかなぁ。

ｺﾞﾛｺﾞﾛしながら聴くとするか[:たらーっ:]
あー。でももうﾎﾝﾄ起きてることがしんどい[:悲しい:]
あ。そういえば女の子の日の前だっけ???
それでかなぁ???
あぁ。そうかもしれない[:ポロリ:]

やっとｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ捲りました。

やっすんの次にまたやっすん。（笑

やっすん率高くないですか???（←嫉妬。
えぇ。えぇ。でももう少しでまた大倉忠義さんが近いので

それを楽しみにしてます[:揺れるハート:]
つーか毎日青封筒が来るのをﾋﾞﾋﾞﾘ気味で待っています[:悲しい:]
いやね、締め切りが来月とかだったらいいんだけど

やっかし今月だよねぇ???
なんかしかも月末に当ててくるんじゃないのー???
今月は厳しいんですわー[:悲しい:]
でもエイト見たいし、大倉忠義さん見たいから

なんとかしようとたくらむんですけど[:イヒヒ:]
１２月に関東（東京か横浜）でﾗｲﾌﾞあったら

貴族会決定ですよね???（←ね。ゆりたそ（＠忠義））
忘年会もかねてですかねぇ???(笑
何でもかねたいまひるどん。（笑

主催者は大倉忠義さんで[:パー:]（←勝手。
主催者というより首謀者って感じですけど[:パー:]
とりあえず思い当たる人に声かけてくんで

誘われた人はお返事ﾖﾛﾋﾟｺ[:チョキ:]
楽しみだなぁ[:揺れるハート:]
ま、主催者はまひるとゆりたそです[:パー:]
あ。でも横Aであって１８時公演が当たった日にゃ



たぶん貴族会当日は開けないなぁ。

移動に結構時間かかるし[:汗:]
とりあえず日程次第ってことで[:パー:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

体調不良のためｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.10.12 Thu 青空の下、君と一緒に。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今、ｼﾞｬﾆﾈｯﾄで仁ちゃんのお知らせ見ました。

やっぱりﾎﾝﾄに留学するんだね。

なんか文章読んでて涙出てきた。

仁ちゃんの新しい門出に涙なんてって思うけど

半年、もしくはそれ以上仁ちゃんのいない

KAT-TUNを見ていくんだなぁって思ったら
やっぱり涙が出た。

仁ちゃん確かに海外に住みたいみたいな話は

前からしてたよね。

留学みたいな具体的な話はなかったけど。

だから仁ちゃんの夢が叶ったことﾎﾝﾄにおめでとう。

仁ちゃんが日本からいなくなるのは寂しいけれど

きっと５人が頑張ってくれる。

だから仁ちゃんも頑張って。

応援してます。

なんてKAT-TUN担からしたら軽々しく言うなって
思われるかもだけど

でも仁ちゃんの気持ちも尊重してあげたいって

思うんだ。

まひるももし今、忠義が留学するとか言われたら

ﾊﾟﾆくるかもしれないけど

でも１年でも２年でも待ちたいなって思う。

それが忠義のためになることなら。

ﾎﾝﾄ簡単に言うなって思われるかもだけど

受け入れてあげなきゃいけないことなんだなって思う。

そ。そ。

それでもしかしたら山梨公演行けるかもー!!!!!!
まだわからないんだけど

もしかしたら譲ってくれる人が見つかりそうなんだ。



神ｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━!!!!

とりあえず交渉中。

たぶん大丈夫だと思うんだけど[:揺れるハート:]
また後日それは報告しますね[:ぴかぴか:]

ﾔｯﾎｰｲ!!!!!

どうやらｷﾞﾘｷﾞﾘで逆転満塁ﾎｰﾑﾗﾝ打ちそうです。（笑

ってわけでなんか山梨公演のことで嬉しいやら

仁ちゃんのことで悲しいやら

複雑な心境なんですが[:悲しい:]

青空の下、君と一緒に。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

来週やりますねー。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.10.13 Fri １０月２２日山梨。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ｷﾀｷﾀｷﾀｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ≡(ﾟ∀ﾟ≡ﾟ∀ﾟ)≡ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

山梨公演参戦８０％ｹﾃｰｲ。

譲ってくれる人が見つかりまして

まだﾁｹｯﾄが手元にないから不安なんだけど

２列目!!!!!

ﾏｼﾞでか???

またまたまひるさんﾐﾗｺｰｰｰｰｰｰｰ!!!!!!![:ぴかぴか:]
大倉忠義さん、ﾗﾌﾞﾗﾌﾞしようね[:揺れるハート:][:揺れるハート:][:揺れるハート:]（ｷｼｮｲﾔﾒﾚ
もうﾏｼﾞで浮かれまくり[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
空（＠章大）と頑張ろうね[:揺れるハート:]
ってすでに気合十分[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
なんかね、今年に入ってもっそいﾁｹ運が良いのですよ。

だから逆に怖い。

今回みたいにﾊｽﾞﾚまくることも出てくるだろうし。

まぁ、ﾐﾗｺｰは起きてるんですけどね[:ぴかぴか:]
もうとにかく頑張ります[:グッド:]
ﾀﾘﾗﾘﾗｰﾝ[:ムード:]
ｺﾞﾒﾝなさい。

もっそい浮かれてます。

もう諦めていただけに喜びも大きいです[:ぴかぴか:]
なにわやで♪って歌いだしそうなぐらい浮かれてます。（笑



やっぱり地元で２列目は嬉しいって!!!!!
しかも絶対行けないものだと思ってたし。

神様ありがとうー!!!!!!

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

来週にはやる予定です[:揺れるハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.10.17 Tue 大倉忠義限定。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

３日間の放置ｽﾏｿ。

Kansai Walker、りりかさん（＠忠義）から届いて
見たけど結構面白かった。

忠美のｾｸｼｰﾎﾟｰｽﾞが女子ﾌﾟﾛにしか見えなかったんですけど[:パー:]
でもﾎﾝﾄ隆子は絶対いるいる。

なんか隆子の隣にいる章子がちっちぇ。（笑

（↑暴言か???
でも別ﾌﾚでも言ってたんだけど

身長低いけど案外肩幅あるよね???
なんか見た目は乙女なんだけど

章子、肩幅広っ!!!!!!って思ったもん。（笑
で、左のﾍﾟｰｼﾞの秋の体力測定ね。

亮ちゃんの終始ﾀｵﾙを噛んでる姿がもっそいｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]
あと忠義の自腹購入の品と値段が気になる。(笑
で、個人写真のとこの腕組みしてる

忠義がもっそい男前[:揺れるハート:]
なんか大倉忠義さんの腕組みしてる姿って

もっそい萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]する。
あ。そういえば男の人の腕組みってちょっと弱いかも[:揺れるハート:]
あ。でも大倉忠義限定かも[:揺れるハート:]（笑

あーぁ。まだ横Aいつ行くのか決めてないよー[:パー:]
ｵｰﾗｽ行きたいけどﾊｽﾞﾚたらｲﾔだし[:悲しい:]
それに年末年始にｳﾛｳﾛするの好きじゃないから

中日かなぁ。

（↑十分年末です。

年末出かけるのｲﾔだー!!!!![:悲しい:]
しかもなぜか目先のことにとらわれていて

エイトに会えるという実感がないらしい[:冷や汗:]
申し込まなかったら後で後悔するくせに



何か今そんな気分じゃないんだよねー[:パー:]
うーん。構成が違ってたらいいんだけど

構成同じだったら行かなくてもいいかなってゆー気持ちが

ちょっと芽生えてまして[:たらーっ:]
（↑どんだけ年末に出かけるのがｲﾔなのさ。

いや、絶対行くんだけど[:ぴかぴか:]
行きます[:パー:]行きます[:パー:]
ｽｲﾏｾﾝ[:パー:]行きます[:パー:]
ちょっと駄々をこねただけです[:パー:]

あ。山梨公演入るのは１部です[:揺れるハート:]
なのでたぶんｸﾞｯｽﾞ買って１部見たら

ご飯食べに行っちゃうかも。

空（＠章大）と相談してないからわからないけど[:汗:]
空が誰か友達と会うって言えば待つし。

まひるは今回特に約束もないので[:たらーっ:]
ま、そんな感じです。

朝、お風呂に入ろうかと思ってるので

仕事の時より早起きなんですけど何か???
気合い十分なんですけど何か???

つーか今度から仕事２１時あがりの時は

ﾌﾟﾁ会議があるらしく帰ってくるの更に２０分ぐらい

遅くなりそうで亀ちゃんのﾄﾞﾗﾏとか

のだめとか見れないかも[:悲しい:]
なんか新しい店長の方針なんだって。

新しい店長すでに嫌いなんですけど[:むかっ:]
なんか前の店じゃ、厳しくてみんな人がやめてっちゃうんだって。

それ聞いただけでまひるも脱落者になるかもとか

ちょっと思ってみた。

なんか仕事行くの憂鬱だなぁ[:悲しい:]
そりゃ、まひるさん、日曜日ﾐｽったけどさぁ。

でも機械じゃないんだからﾐｽぐらい

誰だってあるでしょ???
それを自分のことを棚にあげて怒られる意味が



わからん[:ポロリ:]
別に開き直ってるわけじゃないけど。（笑

でね、郵便局にｷﾚてやった。(笑
電話で配達は完璧です盗まれたんじゃないですか???
みたいなこと言うからﾌﾞﾁｷﾚて

よその郵便物が届いたりしてるのに

それでちゃんと配達してるからって言えるんか???
ってｷﾚてやったらもっそいﾃﾝﾊﾟるﾃﾝﾊﾟる。（笑

上司のものと代わりますって。

そしたら１番考えられるのが誤配達って言うんだもん。

当然ですよね!!!!!!
だからそれを探してくれって言ってるんだって!!!!!
ﾊﾞｶちんか???
なんかしかも先週２回[:電話:]かけて
１回目の[:電話:]した時の返答がないのでって
２回目[:電話:]しても何も連絡ないから
ｷﾚたんだって。

探してる最中なのでって一言[:電話:]すればいいわけでしょ???
それさえもなくｽﾙｰ２回もされたらそりゃｷﾚるって。

いい大人のくせに郵便局員は能無しか???
よくぬけぬけと１００％完璧ですみたいなこと

言えたなと思って。

そんなことあるわけないじゃん。

何がﾎﾟｽﾄに鍵かけてくださいだ。

( ﾟДﾟ)ｲｯﾃﾖｼ。
久々にｷﾚたからｲﾔな意味でﾃﾝｼｮﾝあがっちゃったじゃんかー[:むかっ:]

お昼寝しまーす。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらここをﾎﾟﾁっとねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅ。



2006.10.18 Wed 環境を楽しむ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

今日もｦﾀｦﾀしてますよーんの

大倉担まひるですけどもー。

なんかねー、今日は錦戸、大倉萌え[:揺れるハート:]
ﾏｰｼﾞ女性自身の亮ちゃん、ｶｯｺﾖｽ[:揺れるハート:]
なんか久々に亮ちゃんに萌えた[:揺れるハート:]
前は結構亮ちゃん、亮ちゃんって言ってたんだけど

最近大倉忠義さん以外に目線がいかなくて。

でも昨日のｽｶ☆Jとか女性自身で錦戸萌え[:揺れるハート:]ですよ。
つーかつーか忠義さんは元ｶﾉさんを部屋に入れるんですか???
そこで何かが起きるかもしれないんですよ。（笑

あーぁ。でもｲﾔな別れ方してなければ

部屋に入れるよなぁ。

なんかもう大倉忠義さんとお友達なだけでも

舞い上がってしまうのに

付き合った日にゃーあんなことやらこんなことですよ。(笑
（↑変態妄想族。

あーぁ。せめて大倉忠義さんの身近な存在になりたい

ですわー[:揺れるハート:]
どう頑張ったってそんな存在になれるわけもなくー[:悲しい:]
ﾄﾞﾝﾏｲ自分[:パー:]
まぁ、そんなわけで１人で痛いｦﾀと化してるんですが[:パー:]
いや、でも案外冷静に忠義のこと見てる部分もあって。

そりゃ、忠義の身近な存在だったらいいなって

思うこともあるけど

でも今の自分のﾎﾟｼﾞｼｮﾝも全然ｲﾔじゃなくて。

大倉忠義さんをﾌｧﾝの１人として見てる自分も

結構いいかなって思ってる。

なんか次いつ会えるんだろうとかTV見てｷｬｯｷｬ言ってたりする
自分も好き[:揺れるハート:]
なんかﾌｧﾝだから楽しめてることってたくさんあると思うし。

ｦﾀ友とｦﾀﾄｰｸかましたり、妄想で萌え萌えしてたり

結構楽しい[:ぴかぴか:]



なんか思うんだけどその時の自分の環境に応じて

楽しんで生きてるっていいなって思うんだよね。

だから自分もそうでありたいって思うんだ。

その時その時の環境の中で今を楽しむ。

無理なく楽しく応援していきたい。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.10.19 Thu ★ｺﾒﾚｽ★

いつもありがとうございます[:ぴかぴか:]

ｺﾒﾚｽ。ｺﾒﾚｽ。ｺﾒﾚｽ。

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）
あき（＠忠義）

りよ（＠亮）

なつみ（＠忠義）

ななみさん（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）

みずき（＠章大）

りあさん（＠すばる）

真優さん（＠章大）

ゆりえさん（＠忠義）

ぽくたさん（＠忠義）

ちろり（＠亮）

ひかるさん（＠忠義）

和子（＠忠義）

優花さん

ハニーウータンさん（＠亮）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

紗羅さん

陽菜（＠章大）

桃さん（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

ちぃさん

V子さん（＠健つん）
チュンチュンさん（＠忠義）

蟻さん（＠博貴）

あすぴぃさん（＠忠義）

今日のｺﾒﾚｽは１０月１１日までのです。

続きは明日やりますねーん。

お待たせしてる方ｽﾐﾏｾﾝ。 OBAﾁｬﾝ（＠忠義）



TV LIFEのはお姫様ﾁｭｰの現場写真じゃないんだねー。
なんかちょっとほっとした。（笑

ﾎﾝﾄ自分がお姫様ﾁｭｰやられたら気絶ものだけど

周りの人がやられてるの発見してしまったら

別な意味で気絶ものだよね。(笑

あき（＠忠義）

ﾊﾟｿがﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟだから画面とｷｰﾎﾞｰﾄﾞに間に

たちょの写真並べてある。

袋に入れたまんまだけど。（笑

うん。エイトﾒﾝはﾎﾝﾄに全員ずっと応援していける

自信があるね。

これからもずっと。

誕生日のお祝いありがとねーん。

いや、実は携帯の方はﾌﾗｲﾝｸﾞだった。（笑

何???なんで永遠の片思いなの???
両思いになるかもしれないじゃーん。

ﾚｯﾄﾞﾄﾞﾗｺﾞﾝ、ﾋﾞﾃﾞｵ借りてきてまた見るわ。

なんか話的には好きなやつなんだけど

ﾒｰﾙに気を取られてる間に話が進行してて

よくわからなかった。（ﾊﾞｶだ。

来月で１９歳になるのかぁ。

なんかでも２０歳越えると早いから

１９ぐらいが羨ましいと思うのは

ｦﾊﾞｻﾝ発言ですか???（笑
昔は断然大人買いをしてたんだけど

なんかやっぱりﾃﾞﾋﾞｭｰとかすると写真の発売する枚数が

ﾊﾝﾊﾟじゃないでしょ???
それで全部欲しいなぁと思いつつ我慢みたいな。

でもたぶん東京に住んでたら大人買いすると思うわ。（笑

りよ（＠亮）

一応りよで。(笑
ｽﾄｰｶｰ???
なんかここ２週間ぐらい見てないかも。



このまま姿現さなきゃいいなって思ってるんだけどね。

うん。福原っていうのにはそれなりの意味があるんだよね。

りよって錦戸担になる前って山下担だったの???
なんか初耳だわー。（笑

まひるも忠義がどこに行っても変わらず好きで

応援していこうと思ってる。

お互い頑張ろうね。

なつみ（＠忠義）

あ。誕生日のお祝いありがとうー。

すごくたくさんの方からｺﾒﾝﾄいただいて

嬉しい限りです。

ｱﾊﾊ。そうですかー。(笑
このﾌﾞﾛｸﾞを見るのが日課になってるんだねー。

なんかすごく嬉しいよ。

ありがとね。

なつみみたいな人が居てくれるから

頑張ってこれるんだなって思います。

うん。これからも一緒にエイトを大倉忠義を

応援していこうね。

ﾖﾛｼｸ。

うーわ。鹿児島行けたんだ???
良かったね!!!!
ﾎﾝﾄに心の底から思うよ。

あ。ﾒｰﾙくだﾊﾟｲくだﾊﾟｲ。

ﾌﾟﾛﾌのとこにﾊﾟｿのﾒｱﾄﾞが載せてあるんで

そこにﾒｰｳください。

６年間って言っても実際担当になってからは

３年ぐらいでその前の３年は副担って言ってたから。

１０年後の今日の日も。だねー。（笑

ななみさん（＠忠義）

携帯からもこのﾌﾞﾛｸﾞ読めるんでお時間ある時に

ぜひ携帯から読んでくださると嬉しいです。

あ。３０日にｴｲﾄｺﾝ行ったんですねー。



すごくｴｲﾄｺﾝって楽しくて温かくてかっこよくてｸｾになりますよね。(笑
まひるは病みつきです。（笑

これからもずっとずっとｴｲﾄの応援が出来たらいいなって

思います。

りりかさん（＠忠義）

誕生日のお祝いありがとう。

こうしてたくさんの人に支えられてるんだなって

すごく実感しました。

うん。

これからもいっぱい笑って成長出来るよう

頑張っていきたいなって思います。

お互い頑張ろうね。

ぜひ丸ちゃんﾊﾟｰﾄでﾊﾓってください。（笑

たぶんまひるは１人で無駄にﾊﾓってると思いますけど。

（↑ﾊﾓﾘじゃなくて音階が読めないだけ。

なんかヨコだけﾈﾀ見せみたいなのやったらいいじゃん。(笑
漫談とか。（笑

みずき（＠章大）

誕生日のお祝いありがとう。

すごく嬉しかったです。

こうしてたくさんの人たちに支えられて生きてるんだなって

実感できた日でした。

これからもﾖﾛｼｸね。

りあさん（＠すばる）

誕生日のお祝いありがとうございます。

すごく嬉しかったです。

そうなんですよー。

福原一哉くんが好きだったんです。

辞められた時はﾎﾝﾄｼｮｯｸでｦﾀ卒も考えたんですけど

仁ちゃんとたちょが好きで。

それで結局現在に至るんですけど。(笑



いやいや、全然まひるは文才なんてないですよ。

ただの変態ﾌﾞﾛｸﾞ書きなだけです。(笑
ちろたんのとこはよく見てるんでだいたい

ｺﾒﾝﾄしてる方のお名前は知ってますね。(笑
ここ２週間ぐらいｽﾄｰｶｰの姿見てないんで

ちょっとほっとしてるんですけど

まだまだ油断は出来ないなって。

りあさんも気をつけてくださいね。

真優さん（＠章大）

誕生日のお祝いありがとうございます。

すごく嬉しかったです。

たくさんの方に支えていただいてるんだなって

実感した日でもありました。

こちらこそ相ﾘﾝさせていただいてるのに

たいしてｺﾒﾝﾄも出来ずすみません。

時々ですが覗かせていただいてます。（笑

前の携帯可愛かったですよね???
章大とｵｿﾛだったやつ。

あれもう在庫ないんですねー。

(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝですね。

ゆりえさん（＠忠義）

誕生日のお祝いありがとうねー。

ﾎﾝﾄ忠義はどんどんかっこよくなってて

すごいなぁって思います。

なんなんでしょうね。（笑

まひるもかんなり痛いｦﾀかましてますよね。（笑

ゆりえさんは全国ﾂｱｰは名古屋参戦予定ですか???
まひるは横Aです。
ﾎﾝﾄですよね。少しでも会える機会があるって

嬉しいことですよね。

ありがとうございます。

これからもﾌﾞﾛｸﾞ頑張ります。



ぽくたさん）＠忠義）

誕生日のお祝いありがとうございます。

そ、そんなまひるなんてただの痛いｦﾀですよ。

しかも変態だし。（笑

これからもお互いﾌﾞﾛｸﾞ頑張りましょうね。

ｽｶ☆Jもいつの間にかﾒｯｼｭになってましたね。
たちょ、基本的に髪型とか色似合ってるよね。

今のｾﾝﾀｰわけが妙に好き。（笑

ちろり（＠亮）

やっぱり３回目だったんだ???
なんかたぶんちろりが１番最初に出た時は

２４時前で聴けなかったような気がするんだけど

違ったっけ???
ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰの話した時は２４時過ぎてて

聴けたんだけど。（笑

次からなるべくﾚｺﾒﾝ、ﾒｰﾙしまふ。（笑

なんかヒナちゃんの声って優しそうで

まひるも好きだなぁ。

ひかるさん（＠忠義）

誕生日のお祝いありがとうございます。

まひるも結構記憶が曖昧なとこ多いんで。(笑
ﾎﾝﾄお姫様ﾁｭｳだけは勘弁して欲しいですよね。

あ。ひかるさんのﾌﾞﾛｸﾞに遊びにいきたいのですが

ｱﾄﾞﾚｽ教えてください。

なんか前に遊びに行きますって言ってから

それっきりになってしまってたので。

ﾎﾝﾄｺﾞﾒﾝなさいね。

和子（＠忠義）

誕生日のお祝いありがとう。

そしていつもﾌﾞﾛｸﾞ読んでくれてありがとう。



こうしてたくさんの人に支えられて生きてるんだなって

実感した日でした。

和子って２０歳???
こんな頼りない姉ですがいつでも頼ってください。（笑

優花さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そして誕生日のお祝いｺﾒもありがとうございます。

あ。ぜひ後でﾒｰﾙさせていただきます。

なんか最近周りで結構ｻｲﾝﾎﾞ取ったとか色紙取ったとか

話聞くんですけど

まひるには全く持ってそんな運はございません。（涙

なので後でぜひﾒｰﾙさせていただきます。

わざわざありがとうございます。

ハニーウータンさん（＠亮）

お久しぶりです。

誕生日のお祝いありがとうございます。

あ。しかもﾌﾞﾛｸﾞ毎日読んでくださってるんですねー。

ありがとうございます。

すごく嬉しいです。

エイトｺﾝ初参戦どうでしたか???
楽しめｽ???（笑
これからもﾌﾞﾛｸﾞ頑張りますのでﾖﾛｼｸお願いします。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

誕生日のお祝いありがとう。

ななﾁｬﾝのお友達は上ﾌﾟと誕生日一緒なんだ???
まひるは全く上ﾌﾟと２日違いでﾀﾒです。

なのでもっそい親近感がわくんですけど。(笑
これからもﾖﾛｼｸねん。

なんかWebのﾚﾝｼﾞｬｰでも忠義、ｲﾗｽﾄ披露してたよね???
なんかその時から忠義って絵ｳﾏｲんだなぁって。



まひるは全くそうゆうの苦手なので

妙に尊敬しちゃいました。(笑
M岡はﾏｼﾞ面白いよ。
まずね、ﾉｰﾄに普通は１行ごとに文字を書くでしょ???
それがM岡は５行ぐらい使って書くの。(笑
しかも枠からはみ出てるし。（笑

で、そーｫーんなーことなぁいですよぉー。って感じの

しゃべり方。（笑

どんなだ???（笑
わー。たちょｻｲｽﾞの男子いいねぇ。

ちなみにうちの家族はたちょよりﾃﾞｶｲです。

１８５とか普通にある。

だからちょっとﾑｶﾂｸ。(笑
いやいや、大倉担歴は３年ぐらい。

副担って名乗ってたのがその前３年ぐらいあるの。

だから全然すごくないんだよ。（笑

紗羅さん

誕生日のお祝いありがとうございます。

１２月が紗羅さんのお誕生日なんですか???
紗羅さんは１２月でいくつになられるのですか???
えぇー???
まひるのﾌﾞﾛｸﾞ目標にしてるんですか???
そりゃびっくりだー。（笑

冗談です。嬉しいです。

お世辞でもそう言っていただけると嬉しいですね。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

陽菜（＠章大）

誕生日のお祝いありがとうー。

すごく嬉しかったよ。

陽菜のお姉ちゃんは２０歳なんだねー。

おめでとうございます。

いやいや、こちらこそ仲良くしてもらってるって感じだよ。

陽菜のいつもﾃﾝｼｮﾝ高めのｺﾒﾝﾄ楽しみだもん。



まひるは見た目は年相応なんだけど

ちょっとご様子がおかしいんだよね。(笑
だから実年齢より下かなぁって。

でも最初すごく人見知りをするのね。

でも慣れてくるとすごい変な行動したりするから

いつも相方には笑われる。（笑

すばちゃん、まひるも丸としょーもないこと

言ってたりする時のんすごく好き。

ﾎﾝﾄ全然２５歳に見えないすばちゃんが可愛いと思う。

ﾌﾞﾗｯｸたちょもｽﾃｷだよね。(笑（←恋は盲目。

桃さん（＠忠義）

まひる、ﾌﾟﾙｰﾝがﾀﾞﾒなんですよ。

なんか美味しそうな気がして口にするんですけど

ﾀﾞﾒなんですよ。

あぁー。でもﾖｰｸﾞﾙﾄは大好きです。

ﾌﾙｰﾂいっぱいのﾖｰｸﾞﾙﾄが大好きです。

なんかヒナちゃんのｿﾛｺﾝとか行ってみたいんだけど

お金がぁー!!!!!（涙
そんなわけで横A、GOですけど。
桃さんは今回どこか行きます???

ゆか（＠忠義）

お久しぶりでーす。＞＜

主婦もなかなか大変ですなぁ。

ゆかは次のﾂｱｰはやっかし広島と福岡???
ｿﾛｺﾝとかの予定は???
なんかなるべくお休みしながら行動しないと

ﾎﾝﾄお金がついていかないよー。(涙
とりあえず山梨に行けることになったから

それがすごく嬉しくて。

来週横Aの振込み行ってきます。

ちぃさん



初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ちぃさん遠征もﾊﾞｯﾁｺｰｲなんですか???
めちゃ裏山ｼｽです。

まひるは様子見ながら遠征です。

ﾋﾞﾋﾞりです。

来年ぐらいに１人暮らしを始めるかもしれないので

そのために貯金してるのでそうそう遠征も

行けないんですよね。

あ。はい。また遊びにいらしてください。

お待ちしてます。

V子さん（＠健つん）
誕生日のお祝いｺﾒありがとうございますぅー。

たくさんの方にお祝いしていただき

すごく嬉しかったです。

忠義とﾄﾞﾗｲﾌﾞとかかんなり萌えますね。(笑
ﾊﾞｯｸする時の横顔とか必見ですよね。（笑

大倉自身可愛かったですよね。

でもまひるは今週の亮ちゃんの方がめちゃめちゃ萌えっと

なったんですけど。（←浮気か???

チュンチュンさん（＠忠義）

誕生日のお祝いｺﾒありがとうございます。

まひるも子供の頃、喘息持ちでしたね。

今じゃすっかり元気なんですけど

なんか最近のチュンチュンさんの体調が心配です。

あまりﾑﾘされないように。

あ。あとまひるﾁｬﾝでいいですよ。

あと敬語じゃなくても。（笑

蟻さん（＠博貴）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。



そ、そんなまひるのﾌﾞﾛｸﾞなんて駄文ですよ。

恐れ多いです。＞＜

あ。全然お友達とかOKですよ。
ぜひぜひ絡んでやってください。

蟻さんもﾌﾞﾛｸﾞ書いてるようなので

遊びに行かせていただきますね。

これから仲良くしてやってください。

あすぴぃさん（＠忠義）

PC直りました???
ｳｲﾙｽには昔１度だけかかったことがあって。

HAPPYってゆうﾒｰﾙに添付される花火があがる画像のやつ
なんですけど。（笑

最初それがｳｲﾙｽだって知らなくていやー、いいねぇ。

花火とか思ってました。

で、友達からそれｳｲﾙｽって教えてもらって

それからは気をつけてますねぇ。

あ。そうだったかも。

亀ちゃん、中２だったかも。

まひるもあの時、亀ちゃんﾌｨｰﾊﾞｰがきてた。（笑

本気で亀梨担になろうと思ってた。



2006.10.19 Thu いつもありがとう。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

今日こそは早く寝るぞと決めた

大倉担まひるですけどもー。

そ。そ。

今日は先にｺﾒﾚｽをやっておきました。

下の記事をどぞ。

ちなみにまだ途中までしかやってないので

続きは明日やります。

出来たらだけど[:たらーっ:]

あ。それでね、みほたん（＠ゆっち）に

ここのﾌﾞﾛｸﾞのHISTORYを作ってもらったのね。
ちなみにﾘﾝｸのとこに貼ってあるやつです。

所謂歴画ですね。

なんかせっかくﾃﾝﾌﾟﾚ作ったり作ってもらったりしてるのに

消しちゃうのはもったいないので

こうゆう形で残すことにしました。

なのでまぁ、見てちょー[:揺れるハート:]
最初はずっとJUGEMさんのﾃﾝﾌﾟﾚ使ってて
ｵﾘｼﾞﾅﾙを作り始めたのが去年の９月なのね。

そんなわけでその頃から見てる人っているんでしょうか???（笑

「いつもありがとう」

こちらこそありがとうである[:揺れるハート:]
すばるのﾚﾝｼﾞｬｰの言葉もすごく嬉しくて

忠義にもすごく励まされた[:ぴかぴか:]
∞ﾚﾝｼﾞｬｰって連載はすごくﾒﾝﾊﾞｰの深い部分まで
さらけ出して書いてるじゃない???
感謝の気持ちとか仕事に対しての考えとか生き様とか。

で、すっごいまじめに書いてるんだけど

ｺﾝｻｰﾄでやる∞ﾚﾝｼﾞｬｰはｺﾝﾄで。（笑



なんかそのｷﾞｬｯﾌﾟがすごく好き[:揺れるハート:]
だからｷﾗｷﾗに輝いた目でﾐﾄﾞﾚﾝｼﾞｬｰを２列目でｶﾞﾝ見してやるぅー。

ﾐﾄﾞﾚﾝｼﾞｬｰに面白いこと思いっきり期待してやります[:ぴかぴか:]
困ってしまうぐらい[:ラブラブ:]
あぁ。でも今回のﾂｱｰも残すとこあと山梨と神戸だけなんだね。

ﾎﾝﾄ大倉忠義さん始めとしたエイトのみなさん、残り少ない

ﾂｱｰをはじけちゃってください[:てれちゃう:]
そしてここまでﾄﾞﾗﾏの収録があったり大変だったと

思いますが残り少し頑張ってください。

そして１２月のﾂｱｰを新たな気持ちで向かえてください。

きっと今年が結成されてから今までで１番いろんなことが

起きた年だと思います。

特に仕事面では充実した年になったと思います。

来年は８人で笑えるといいなぁと期待をしつつ

応援頑張りたいと思います[:ぴかぴか:]
なんか年末の挨拶みたくなってしまった[:悲しい:]
とにかく今年もたくさんエイトから笑顔やぬくもり、涙を

もらった。

そして忠義の活躍、成長もたくさん観れたことが

１番嬉かった[:揺れるハート:]
これからも末永くﾖﾛｼｸお願いします。

大倉忠義さん[:ムード:]
短いけど今日はこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽ残りは明日できたらやります。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.10.22 Sun 山梨公演行ってきます。

おっはぴょーん。

まひるです。

今から山梨公演行ってきます。

１部に行くので友達とちょこちょこと会って

ご飯食べて帰ってくるので

たぶん夕方には帰ってこれるかと。

そしたら簡単に感想書きますねー[:揺れるハート:]
では行ってきまーす。



2006.10.22 Sun ｴｲﾄｺﾝＩＮ山梨。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、エイトの山梨公演１部観に行ってきました[:ぴかぴか:]
もう出てきて速攻爆笑。

何がってヨコの目が思いっきり腫れてた。

しかもひげも剃ってなくてすばるに思いっきり

突っ込まれてた。

あの顔はﾎﾝﾄﾔﾊﾞｽ!!!!!
まさに寝起きﾄﾞｯｷﾘである。

で、大倉忠義さん、山梨をどんだけ田舎だと思ってるんですか???
ｺﾝﾋﾞﾆだってちゃんと２４時間営業ですって[:パー:]
山梨だから仕方がないなってゆーなよ[:パー:]
小ﾊﾞｶにしすぎです[:パー:]
つーかどんだけ田舎に泊まったんだ???
１部だけに若干ﾃﾝｼｮﾝ低めに感じたのはまひるだけですか???
そういえばヒナちゃんはぐれてるから髪黒かった。

で、やっすんと丸ちゃんのﾄﾞﾗﾏは山梨でもﾛｹがあったらしく。

全然そんなの知らなかったｱﾝﾎﾟﾝﾀﾝなまひるです。

でね、丸が昨日、ほうとうを食べた。

小作でって話をしたのね。

小作って山梨の名産のほうとうの専門店なんだけど。

したっけ終わって空（＠章大）とご飯食べに出て

小作の前を通ったらｦﾀの列列列!!!!!
２０〜３０人ぐらい並んでた。

小作もびっくりだよね。(笑
で、１部で山梨の人〜って言ったら

前の方３分の２ぐらいで。少な!!!!!って思った。
それなのにﾊｽﾞﾚてるあたしって···[:悲しい:]
で、相方空はしっかり章大からお手振りｹﾞｯﾁｭ。

まひるたん、まひるたん、忠義と目はあってるものの

手を振ってくれず終始うなづく忠義。

何それ???
しかも何の歌歌ってる時か忘れたんだけど



流し目されたんですけど。(爆笑
そんな余裕があったら手を振ってけれ[:悲しい:]
で、本日のＤＪは男前ですよねー???という振りから
忠義と亮ちゃんの方に視線がいくものの

忠義うまく交わす。

で、結局亮ちゃん。

恥ずかしそうに会場を盛り上げ即ヒナちゃんにﾊﾞﾄﾝﾀｯﾁ。

で、途中、亮ちゃんがお腹痛そうにしてた場面があって

ヒナちゃんが大丈夫か???みたいな感じに
言ってた。

亮ちゃんは大丈夫大丈夫みたいに言ってたけど。

う○こしてくれば良かったのに。(笑
「錦戸のう○こ待ちでーす」みたいに

ヨコが言ってさ。(爆笑
あぁ、世の錦戸担敵にまわしたな。

でねでね、「Heat is on」のﾀﾞﾝｽがもうﾁｮｰかっけーの[:揺れるハート:]
なんかあんな前で観れてﾎﾝﾄしやわせ。（忠義風

忠義とかﾁｮｰｾｸｼｰに舞っててすげぇ!!!!!って思った。
ﾏｼﾞ忠義のﾀﾞﾝｽ大好き[:揺れるハート:]
あとね、ﾚｲﾆｰの時ね、もうおかしくて仕方がなかったんだけど

いつもヨコが間違ってﾒﾝﾊﾞｰに突っ込まれるじゃん???

だから必死!!!!!
横山裕、目がﾏｼﾞなんですけど!!!!!（爆笑
もっそいいかついﾚｲﾆｰでした。(笑
前日ｱﾙﾋｰ（ｱﾙﾌｨｰ）のｺﾝｻｰﾄだったにも

関わらず会場作りをしてくれたｽﾀｯﾌさんもお疲れ様です。

みなさん、ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにお疲れ様です。

残り、神戸頑張ってください。

あ。まだ山梨公演３部の最中かな???

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽ水曜日辺りにやりますねーん。



2006.10.24 Tue ﾀﾞﾒﾀﾞﾒな自分にｻﾖﾅﾗ。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

爽やかなお目覚めの大倉担まひるですけどもー。

いやはや、昨日は疲れて仕事終わって

ＴＶ見て寝てしまったよ[:眠たい:]
しかも最近仕事終わってからﾌﾟﾁ反省会みたいなのが

あるようになって

ﾄﾞﾗﾏが全然見れないよー[:悲しい:]
昨日ものだめが４分しか見れず。（ﾁｰﾝ

でもその４分の間に玉木宏のｶｯｺﾖｻに目覚めた。(笑
今までいろんなﾄﾞﾗﾏとかで見てきたけど

全然ﾊﾏらなくてでものだめでもっそいﾊﾏった[:揺れるハート:]
なのに毎週見れないなんてー。

しかも見れても４分ぐらいだし[:悲しい:]
絶対ＤＶＤになったら借りてやるぅー。

ちなみに今書いてる段階で１０時前なのですが

１０時になったら本屋さんに行ってくるでござるよ。

[:あめ:]が降る前に買いに行かないとね[:ぴかぴか:]
つーかそれで今、本屋から帰ってきたんだけど

Kansai Walkerが入荷してなくて[:悲しい:]
なのでMAQUIAと女性自身だけ買ってきました。
ﾏｼﾞMAQUIAﾔﾊﾞｽ!!!!!!
むちゃくちゃｶｯｺﾖｽ[:揺れるハート:]
まひるの大好きな口角ｷｭｽﾏｲﾙもありーの、

ﾏｼﾞ顔ありーの、ｾｸｼｰ顔ありーの。

ﾆｯﾄの袖から見えるｷﾚｲな腕から指までのﾗｲﾝ[:ぴかぴか:]

最高です!!!!!!
ﾅｲｽです。大倉忠義さん。

なんかこうして大倉忠義さんの笑顔を見れることが

まひるの生きがいだなぁってﾎﾝﾄに思う。

ありがとう、忠義。



それでですね。

ﾂｱｰのｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾄの忠義ﾁｮｰｴﾛｲんですけど[:揺れるハート:]
胸元がかなり開いてるｼｬﾂ着てて

萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]
あぁー。なんてｽﾃﾁなんだ[:ぴかぴか:]
そんなにまひるの心を揺さぶらないでおくれよ[:揺れるハート:]
もうﾎﾝﾄ今年に入ってからますますかっこよく

ｾｸｼｰになっていく大倉忠義に脱帽だよー[:ラブラブ:]
なんか忠義みたくすべてにおいて頑張ってる人って

やっぱ魅力的だよね[:ぴかぴか:]
好きになって良かった。

ってゆーかまひるなんかが好きでいてもいいですか???
なんか時々不安になる。

なんか今まで強気強気できたけれど

今はすごく不安。

忠義がまひるの存在知るわけもないのに

嫌われてるんじゃないかとかいらぬ想像までしちゃうんだよね。

でもまひるはまひるでこれからも

自分の道を貫いて頑張ってｽﾃｷなeighterになれるよう
頑張りたいと思います。

なんか今のまんまじゃﾀﾞﾒなんだなって思った。

すごく自分の反省点をみつけて凹んだので

少しづつ改善したいと思ってるし。

何事もﾋﾅﾃｨﾌﾞｼﾝｷﾝｸﾞだね。

次、忠義に会うまでに頑張ろう。

なんかちょっとやる気出てきた。(笑
とりあえず年が明けたらｦﾀ活控えめにして

いろいろお買い物したい。

あ。つーかうちまだｻﾏｽﾍﾟのｸﾞｯｽﾞ届かないんですけど[:悲しい:]
もうﾊﾟﾝﾌの写真がﾁｮｰﾔﾊﾞかったので

またﾊﾟﾝﾌゆっくり読んでｻﾏｽﾍﾟの余韻に浸りたいのになぁ。

この間、ｼｮｺﾀﾝぶろぐ読んでてﾏﾘｵの扮装してる



写真が載っててﾏｼﾞﾜﾛﾀ。

なんかＢﾀﾞｯｼｭとかｼﾞｬﾝﾌﾟの写真とかも撮ってて

ｼｮｺﾀﾝｷﾞｻﾞｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]
人のﾌﾞﾛｸﾞって読むの面白いよね。

何気にｼｮｺﾀﾝの本買おうかと思ったもん。(笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘﾖﾛｼｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.10.26 Thu お知らせ（@ 携帯

ブログちょっとお休みします。

コメレスも途中なのにゴメンなさい。

なるべく早く帰ってきます。

関ジャニ∞　大倉忠義担当　福原まひる。

PS　ｽｶ☆Jに今度、しょこたんが出るらしく
　　しょこたんのﾌﾞﾛｸﾞに丸の撮った写真が載ってます。



2006.11.02 Thu 無題

立ち止まったら動けなくなってしまった。

もう走れないのかなぁ？



2006.11.03 Fri HAPPY BIRTHDAY!!!!!!２２ｔｈ!!!!!

HAPPY BIRTHDAY!!!!!!
RYO NISHIKIDO
22th!!!!!!!

亮ちゃん、２２歳おめでとう。

いつも一生懸命でｼｬｲな亮ちゃんがすっごく

ｽﾃｷだと思う。

これからもそんな錦戸亮でいて欲しいと思う。

亮ちゃんのはにかんだ笑顔が好きです。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに誕生日おめでとう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘﾖﾛｼｸお願いします。

すいません。

まだこれが復帰ではないので

復帰してからｺﾒﾚｽしますね。

たくさんの励ましのｺﾒﾝﾄ、ﾒｰﾙありがとう。

ﾌﾞﾛｸﾞを始めてこんなにお休みしたのは

今までなくて。

すっごくなさけないなって思うけど

今のまひるは忠義の顔すらまともに見れないぐらいで。

好きか嫌いかもわからないぐらいﾀﾞｻくて。

最初の凹み（忠義のこと）より

後から来た凹み（仕事のこと）の方が

今は大きくて。

今はまだもがいてる状態で

１日も早くここを脱出したいなって思ってます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


こんなになさけない姿をさらすのは

ｲﾔだったけどでも１人で苦しかったんだ。

自分が少しでもいい方向に変われるように。

なんか何言ってるのかわからない文章でｺﾞﾒﾝ。

また話せるようになったらお話したいなって

思います。

このまとまりのない文章を書くのさえ

精一杯な不甲斐ないまひるですけど

必ず復活して戻ってきます。

待っててくれると嬉しいです。

でわ。また。



2006.11.04 Sat ふっかーぁーつ!!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ふっかぁーつ!!!!!
お待たせしました。

今日から復活します。

いろいろご心配かけてすみませんでした。

でもたくさんの方に支えてもらってるんだなぁって

すごく嬉しかったです。

これからもくじけること多々あると思いますが

ﾖﾛｼｸお願いします。

えー。まひるがへこたれてる間にエイトの全国ﾂｱｰも

終わりまして

ﾎﾝﾄにエイトのみなさん、ｽﾀｯﾌのみなさんお疲れ様でした。

そして昨日は大阪ﾒﾛでしたね。

関風ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞ生お披露目でございました。

なんかエイトっぽさもありーの、新しい道もありーのって

感じで結構好きです[:揺れるハート:]
まだﾘﾋﾟってないんで微妙なんですけど[:たらーっ:]
そ、そ。それでですね。

まひるたんやっちまった。（笑

関風ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞ８枚予約したった[:ぴかぴか:]
よくよく考えたら完全色じゃないのに７色も買う意味があるのかとか

思ったんですけど[:悲しい:]
だったらｸﾞﾘｰﾝ３つ予約した方が良かったかも···[:悲しい:]
この時点で８千円なのに更にｸﾞﾘｰﾝあと２枚予約しようかと

思ってるまひるは病気ですか???

うーん。まだね、忠義のこと好きって言えるほど

自分を取り戻してないんだけど

ﾎﾝﾄ別に今回何か特別にあったわけでもなくて



ほんと些細なことなんです。

勝手にいろいろ自己嫌悪に入ってしまって

落ち込んでただけで

でも忠義のことが信じられないぐらいになってて

大倉不信に陥ってました。

そこにﾌﾟﾗｽして仕事のことで店長にﾍﾞｺﾍﾞｺになるぐらい

いろいろ言われて

２ヶ月様子を見させてくれって言われて

それでもしかしたらｸﾋﾞになるかもしれなくて[:悲しい:]
毎日毎日怒られながら少しでも自分変えていこうと

頑張っています。

今日もﾍﾞｺﾍﾞｺに怒られてでも悔しいから

絶対負けたくないって思えるようになって

逃げることはいつでも出来るから。

だからもうﾎﾝﾄにﾑﾘってとこまでは頑張ってみようかなって

思ってます。

なんか今回の仕打ち受けてるのまひるだけじゃないみたいだし。

先輩なんてﾎﾝﾄ笑わなくなったよ。

すごく明るくて楽しい先輩なのに

全然笑わなくなったし、話もほとんどしなくなった。

なんかやっかしﾎﾞﾛｸｿに言われてるらしいって

噂聞くし。

あ。そ、そ。それで

ﾈｯﾄﾗｼﾞｵをuriﾀｿ（＠忠義）に教えてもらったので
とりあえず聞くｼﾞｬﾆを聴いてるんですけど

まだﾈｯﾄﾗｼﾞｵが完璧じゃなくて安定してないので

ﾎﾟｰﾄを開かないとならないんだけど[:たらーっ:]
ﾎﾟｰﾄの開き方が全然わからなくて

困ってます[:悲しい:]
誰か教えてくれー[:悲しい:]
やれば出来る子まひるたんなのでがむがります[:グッド:]

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘﾖﾛｼｸねん。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

来週やりまーす。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.11.06 Mon 自分らしさ。

おはよーっ!!!!!
爽やかなお目覚めの

大倉担まひるですけどもー。

昨日、ﾌﾞﾛｸﾞ更新しようと思ったら

全然ﾛｸﾞｲﾝ出来なくて仕方なくふて寝[:眠たい:]
それで珍しく目覚ましもなく７時に起きれたので

ﾌﾞﾛｸﾞ更新しております[:ぴかぴか:]

まひるの忠義愛も無事に復活しまして

やっかし大倉忠義しかいないなと確信しております。

少しでも忠義の気持ち疑ったまひるが悪かったなって

すごく反省しています[:ポロリ:]
いつまでもｸﾖｸﾖせず仕事頑張って

忠義愛で頑張っていこうと思ってます。

なのでこれからもﾖﾛｼｸお願いします。

ｱﾊ。やっと自分らしさを取り戻したかな。

でも1週間ぐらいﾌﾞﾛｸﾞお休みすると書き方忘れる[:悲しい:]
いつもどんなこと書いてたっけなぁって。（笑

あ。そういや、大阪ﾒﾛの時の忠義の衣装。

お腹が···orz（強制終了
また太ったのかな???
それとも衣装のせい???
まひるの部屋の１４ｲﾝﾁのTVでは太ったまでは確認出来ず。
淡い夢だった···｡(笑
なんかそういや、聞くｼﾞｬﾆでかな???
丸が６８ｷﾛあった体重が今は６２ｷﾛなんだって。

それで奥二重だった目が二重になりつつあって

それがずっとむくみからだったのではないかって話で

丸は２２年間むくみっ放しだったのか???って
話で爆笑。



なんかそれで最近丸の顔が変わりつつあるんだって。

ある意味進化してるわけですよ。（by ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ
ま、太っても大倉忠義さんに変わりはないので

ﾓｰﾏﾝﾀｲ!!!!!!!
忠義が忠義であればそれでいい[:ぴかぴか:]
でも大倉不信に陥って忠義の性格がつかめなくなった。

表の顔ではなくて裏の顔ね。

前はそんなこと考えずにただただ大倉忠義という人が

大好きですべてを受け入れるつもりでいたんだけどね[:ラブラブ:]
今でもその気持ちに偽りはない[:ぴかぴか:]
そりゃ時々は大倉不信に陥る時もあるけど

それでも大倉忠義を好きでいる自分が１番自分らしいと思う[:ぴかぴか:]

ほなおつー。

また夜書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

１日１回ﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.11.07 Tue 常に笑顔って難しいね。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

やっとﾈｯﾄﾗｼﾞｵの方がちゃんと聞けそうです。

電話してﾎﾟｰﾄの開放の仕方聞いたってばよー[:たらーっ:]
しかも富士通じゃ役に立たず。（ﾁｰﾝ

まぁ、問題はｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄの方にあったようで

そっちに電話したら無事に解決[:グッド:]
ｳﾌﾌ。快適ﾗｼﾞｵ生活[:揺れるハート:]

今日、[:病院:]行ってきたっす。
なんか診察でもないのに待ち時間が異常に長いんですけど[:悲しい:]
１時間ぐらい待ったよ。

前は診察じゃなくて薬もらうだけなら

１０分か１５分ぐらいだったのに。

なしてですのん???
でねでね、[:病院:]の売店で売ってるﾊﾟﾝですごく
美味しいやつがあって小豆と生ｸﾘｰﾑの入ったﾊﾟﾝがあるんだけど

それがﾏｼﾞで( ﾟДﾟ)ｳﾏｰなの[:揺れるハート:]
いつも買ってきて家で食べるんだけど

２ｺぐらい余裕で食べれる。

もうそれが[:病院:]での楽しみで[:ぴかぴか:]

つーか前から気になってたんだけど

「関西１週間」にもエイト連載持ってるの???
なんとなく気になってみたんで誰か関西の人教えてください。

しかも「関西１週間」ってﾀｲﾄﾙあってる???(笑

なんかｦﾀ誌買ってきたよー[:揺れるハート:]
まだ全部は読んでないんだけど

D誌の忠義ｷﾞｻﾞｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]



あぁ。そういえば忠義のｵﾃﾞｺが大好きとか

言ってた時期ありますねぇ[:ぴかぴか:]
すっごくﾎﾟﾝﾊﾟしてるのとか前髪留めてるのが好きで。

だからｽﾋﾟﾘｯﾂとか最高に好きで[:揺れるハート:]
いやいやｾﾝﾀｰ分けも大好きなんですが[:パー:]
なんか結局忠義の髪型は何でも好きなんです[:揺れるハート:]
MAQUIAみたいなお姉さんうけしちゃう感じがすごく好き。
やっぱりあの穏やかな微笑みでしょうね。

でも手を叩きながらﾒﾝﾊﾞｰと一緒に爆笑してる

忠義も好きなんですが[:揺れるハート:]
なんか忠義の笑顔とか見てるとﾎﾝﾄ救われるわ。

今も仕事のことですごく悩んでたりするんだけど

でも忠義の笑顔見てたら頑張れそうな気がしてきた。

笑顔。笑顔。

なんか今回のことがなかなか開き直れずにいて

仕事してても全然楽しくなくて[:悲しい:]
仕事は楽しくやりたい派だから

笑顔も硬くなるし、最悪だよ[:悲しい:]

あ。そういや、まだｼﾝﾃﾞﾚﾗ見てないんだよね[:悲しい:]
今夜辺り観ようかなぁ[:ぴかぴか:]
仕事までにﾃﾝｼｮﾝあげて頑張らなくちゃ。

今日はｽｶ☆Jだし。
しかも安達祐実ﾁｬﾝだし。

安達祐実ﾁｬﾝ可愛いから好き[:揺れるハート:]
あ。今日、しょこたんの夢見た。(笑
内容までは覚えてないけどなんか面白かったよ[:ぴかぴか:]
しょこたん可愛いしなぁ[:揺れるハート:]
ﾃﾗ裏山ｼｽ[:てれちゃう:]
基本的に可愛い子好きです[:揺れるハート:]

なんか昨日、久々にRﾁｬﾝに会ったのね。
そしたらなんか２５歳の人が誰か紹介して欲しいとかで

福原さん友達になってもらえないですか???とか
言われて断ったけどね[:猫2:]



そうゆう話よくくるんだけど

いつも思います。

自分が付き合うのｲﾔだから人にまわしてるんでしょ???って。
Rﾁｬﾝだって２０歳なんだから全然付き合える年齢じゃん。
そんな人のお下がりみたいなのは結構です[:パー:]
それに人の紹介ほどあてにならないものはない[:パー:]
もう懲りてるからｲﾔ[:パー:]（笑
まだ普通の飲み会なら行くけど。(笑
いきなりの紹介とかって怖くない???
昔勝手にｹｰ番教えられたことあります。

で、いきなり電話かかってきて引いた。

つーか何の断りもなくｹｰ番教える友達も友達だけど[:パー:]

今日もﾀﾞｲｴｯﾄがむばります。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘﾖﾛｼｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明日から少しづつやります。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.11.08 Wed ★ｺﾒﾚｽ★

たくさんｺﾒﾚｽが溜まってるので

少しづつやりますねー。

いつもたくさんのｺﾒﾝﾄありがとうございます。

１０月１２日からのｺﾒﾚｽやります。

ｺﾒﾚｽ。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

ゆりえさん（＠忠義）

しずかさん（＠忠義）

真冬（＠忠義）

紗羅さん

和子（＠忠義）

真優さん（＠章大）

さわこさん

さとみさん（＠忠義）

りよ（＠亮）

理穂さん

あすぴぃさん（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）

ひろこさん（＠忠義）

あき（＠忠義）

りあさん（＠すばる）

チュンチュンさん（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

みおりさん（＠健つん）

陽菜（＠章大）

ひかるさん（＠忠義）

庵?さん
小春さん（＠章大）

今日のｺﾒﾚｽは１０月２２日までのｺﾒﾚｽです。

また明日続きやれたらやりますねーん。 ななﾁｬﾝ（＠忠義）



仁ちゃん留学しちゃったねー。

なんかでも仁ちゃんの口から話が聞けてよかったと

思う。

神戸、楽しめｽ???（笑
なんか男の人の腕組みってｶｯｺｲｲよね。

まぁ、人によるんでしょうけど。（笑

昨日のｽｶ☆Jnoｶｸﾃﾙの時の亮ちゃん、めっちゃ男前だったよね???
忠義はﾍﾀﾚぶり発揮してたけどでもｶｯｺﾖｶｯﾀ。

まひるも山梨でﾁﾝﾊﾟと男前さんからの企画を期待してたんですけど

結局何もなく結構寂しかったです。(涙
うち、兄弟がみんな背が高いので見慣れてしまって

背が高い人見ても忠義さんを想像しないですね。（笑

ヒナちゃんは村ネ申だからですよー。（笑

なんかわかる気がします。

ﾅｲﾅｲの矢部っちとかぶって見えるとか。（笑

MAQUIAのたちょ、ﾔﾊﾞｽですよね。
もっそい甘えたいです。（切実

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

なんか仁ちゃんの口からちゃんと理由が聞けてよかったなぁって

思う。

そしてﾒﾝﾊﾞｰが１人でも欠けることの大きさ。

仁ちゃんの納得いく結果を出して戻ってきて欲しいと思う。

貴族会ねー。

横Aの時やれたらなぁって思ってるんだけど
なんかﾑﾘくさいかなぁと。

あ。あとナナ美ﾁｬﾝ、未成年だからﾔﾊﾞくない???
一応お酒飲む場所だし。

だからもしかしたら誘えないかも。

誘えなかったらｺﾞﾒﾝね。

ゆりえさん（＠忠義）

仁ちゃんのことは結構衝撃的だったけど

でも仁ちゃんの気持ちもくんであげなきゃいけないんだなぁとも

思った。



上を目指すために決めた留学だもん。

納得いく結果出して戻ってこいよって感じ。

ﾊﾞｲﾄはどうですかー???
まひるは仕事がｲﾔです。（涙

ゆりえさんは三重ｺﾝで何かあったんですか???
ゆりえさんって基本的に席運よくないですか???
なんとなくそんなｲﾒｰｼﾞが。（笑

ｸﾘｽﾏｽに名古屋とか倍率高そうですね。

裏山ｼｽです。

昔は名古屋とか結構行ったんですけど

最近は東京か大阪かですね。

しずかさん（＠忠義）

なんかﾎﾝﾄ、エイト、ﾊｰﾄﾞｽｹですよね。

風邪とか怪我とかなく無事に終わらせてくれたら

いいなぁなんて思ってます。

なんか忠義ってﾎﾝﾄﾚﾝｼﾞｬｰでよいこと書いてますよね。

その中に笑いありの涙ありの

感動ありのですごいなって思います。

しずかさんも病気持ってるんですね。

なんか昔はﾎﾝﾄそんな病気なのは自分だけなんじゃないかって

思ってました。

でもﾌﾞﾛｸﾞで公表してから結構あたしもなんです。って

ゆー人が多くて励まされます。

同じように苦しみながらもエイトを応援してる人が

たくさんいるんだなって思うと

自分だけじゃないんだって勇気づけられます。

あ。そうですか。

忠義とﾀﾒですか。

じゃ、２つしか年違わないですね。

わー。「One Way」も移転前から見てくださってるんですねー。
ありがとうございます。

これからもぜひぜひ仲良くしてください。

お互い次のﾂｱｰ、ﾁｹｯﾄ取れたらいいですね。

ﾎﾝﾄ最近、エイト人気にびっくりしています。



真冬（＠忠義）

お久しぶりでござるよ。

山梨公演堪能したよー。

真冬はもう体調はいいの???
次のﾂｱｰは行けそう???
なんかまひるが１番凹んだのはねぇ、

KAT-TUNｺﾝの横Aの当日に前日の台風の後で
電車とﾊﾞｽがSTOPしてて山梨から出ることが
出来なかったこと。

あれは凹んだなぁ。

しかも席良かったし。

エイトだったら発狂するわ。

紗羅さん

山梨公演、堪能しましたねー。（笑

人間諦めないといいことあるなぁって思いました。（笑

和子（＠忠義）

いいなぁ。大阪暮らし。

しかも弟さんと２人なら寂しくないし。

大倉断ちはその後どう???
断つのって結構ﾂﾗｲよね???
でも就活が終われば楽しい大阪LIFEだし。
頑張って!!!!!!
ﾎﾝﾄ山梨公演が終わってこれからしばらく空と一緒にってのは

ないんだなぁって思いました。

寂しいけど頑張ろう。うん。

真優さん（＠章大）

山梨堪能しました。（笑

相方、ﾁｹ取れたかどうかわかんないんですけど

やっすんのｿﾛｺﾝ行くみたいですよ。

それから１年ぐらいは行けないみたいですけど。



山梨公演の時会ったら結構お腹大きくなってました。

またﾌﾞﾛｸﾞ遊びに行きますねー。

さわこさん

どもども。（笑

最前はさすがに久しくないですねぇ。（笑

あ。横Aのｵｰﾗｽがお誕生日なんですか???
それは絶対行きたいですよね。

ﾁｹｯﾄ当たるといいですね。

つーか当たれ。(笑

さとみさん（＠忠義）

あぁーぁ。お返事遅くてｺﾞﾒﾝなさい。

ｵｰﾗｽはやっかし倍率高いですよね。

ﾊｽﾞﾚることも結構ありますし。

まぁ、他の日程でもﾊｽﾞﾚる時あるんで

ﾎﾝﾄ運なんですよね。

結局さとみさんはｵｰﾗｽを申し込んだのでしょうか???
当たってるといいですね。

りよ（＠亮）

りよは今回のﾂｱｰ、ﾐﾗｺｰ起こったんだ???
ﾃﾗ裏山ｼｽ。

まひるは何もなかったわけじゃないんｄなけど

満足いく結果が出なかったから

ちょっと凹んだ。

りよは第２弾行く???

理穂さん

まひるは１部だったんですよー。＞＜

相方は３部のﾁｹも譲ってもらったんで

１部と３部入ったんですけど

まひるは１部見て相方とご飯食べて



おうちに帰りました。（笑

なんか３部もすっごい盛り上がったみたいで

すごく行きたかったです。（涙

あすぴぃさん（＠忠義）

あすぴぃさん、ﾁｹｯﾄ見つかったんですね。

良かったです。＞＜

文化ﾎｰﾙの２列目良かったですよ。

なんかちゃんと手を振ってくれるときもあるのですが

今回はまんまと手を振ってもらえませんでした。（涙

なんかしばらく２列目なんてﾐﾗｺｰは起きないだろうなって

思ってます。

なのでせっかくの2列目だったのに凹みです。
Heat is onのﾀﾞﾝｽめちゃｶｯｺｲｲよね。
すごく好き。

小作もびっくりだよね。

２部とかでも小作の話したのかなぁ???（笑
いつも思うんだけどすごくWebのﾚﾝｼﾞｬｰは温かくて
考えさせられることたくさんあって

自分の支えになってる部分がいっぱいだなって。

これからもeightとeighterでうまくﾊﾞﾗﾝｽとって
やっていけたらいいなって思います。

りりかさん（＠忠義）

山梨公演はいろいろ自分の中で一喜一憂の大きかった公演だなって。

でも楽しめｽ。（笑

忠義のﾚﾝｼﾞｬｰはすごく好きだなぁ。

忠義の人柄が出てるよね。

そしていつもりりかさんの温かさにも救われています。

なんか凹んでてでも誰にも話したくなくてって時とかに

りりかさんの優しい一言に救われます。

いつもありがとう。

ひろこさん（＠忠義）



初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。今度の横A、初参戦ですか???
なんかお返事遅くなってｺﾞﾒﾝなさいです。

結局ひろこさんはいつの公演を申し込みました???
まひるは２８日を申し込みました。

ﾎﾝﾄはｵｰﾗｽ希望だったんですけど

なんせ年末年始に出かけるのが嫌いな人のため

２９日は家に居たいなぁと。（笑

でもﾎﾝﾄこればっかりは運なので取れる時は取れるし、

ﾊｽﾞﾚる時もあるし。

ﾁｹｯﾄ無事に取れてるといいですね。

あき（＠忠義）

Kansai Waslkerは写真自体はちっちゃいんだけど
たくさん写真が載ってるから結構好きかも。

うーん。お取り寄せする価値があるのか

どうかはわからないけど。（笑

ﾗｼﾞｬ｡ﾗｼﾞｬ。

横Aの時、ぜひ会いましょうー。
とりあえずﾁｹがいつ取れたかまた報告するよ。

うち、ﾎﾝﾄ郵便物よく届かないことあるんだよね。

だってｿﾛｺﾝの案内だってきてないし。

やっかし郵便物盗まれてるのかなぁ???
ﾎﾟｽﾄに鍵つけた方がいいのかしらん???
あぁー。郵便物曲がってきても腹が立つよね。

殺す!!!!!って思うもん。
女性自身の亮ちゃんはﾔﾊﾞｽだわ。

うんうん。

永遠の片思いって書いてあったからえぇ???なんで???って
思ったもん。

おお。告ろうと計画中なんだ???
うまくいくといいね。

りあさん（＠すばる）



自分の１番の人が辞めちゃうってなかなか想像つかないですよね。

でもなんとなく予想がついていたんで

ｼｮｯｸにはｼｮｯｸだったんですけどやっぱりなってゆー部分は

ありましたね。

あーうー。この間、久々にｽﾄｰｶｰが店にきましたね。

なんか「お酒飲めます???」とか聞かれたんで
「飲めません。」って答えたんですけど

まだこいつ誘う気かよ!!!!!ってあきれましたね。

チュンチュンさん（＠忠義）

なんかﾎﾝﾄいろいろ心配です。

後で携帯の方にﾒｰﾙ入れますね。

昨日ﾒｰﾙ入れようと思ったのですが夜遅かったんで

今日ﾒｰﾙしようと思って。

お互い大変だけど乗り越えていきたいね。

ﾐﾄﾞﾚﾝｼﾞｬｰに癒されたい。（切実

忠義の流し目ﾔﾊﾞかったですよ。

流し目とゆーか横からのｶﾞﾝ見ですね。（笑

ゆか（＠忠義）

ｱﾊﾊ。家に居ないことね。(笑
遠征中ってすごいなって思うよー。

なんかまひるもゆかのﾊﾟﾜｰをわけてもらいたいぐらいだわ。

おお。ゆか、横Aも当たったら来るんだ???
また会えるといいなぁ。

日程がかぶったらぜひ会おうね。

みおりさん（＠健つん）

だーよーねー。

ﾊﾞｯｸする時の顔は必見だよね。（笑

忠義と亮ちゃんは絶対男前だと思うわー。

あ。あと何気にﾖｺもいいかも。（笑

あ。名前、了解ね。

みおりね。



ｲﾝﾌﾟｯﾄした。(笑
みおりって可愛い名前だね。

つーかみおりの（なぜか呼び捨て）ﾌﾞﾛｸﾞ全然遊びに行ってないから

今夜遊びに行くねー。

なんか手を振ってもらえなかったことにすごく

凹みを感じて嫌われてるのかなぁとか

いろいろ想像したんですけどなんとか立ち直りました。

今は仕事のことで凹んでますが。(涙

陽菜（＠章大）

いやぁ、ﾎﾝﾄｺﾒﾝﾄたくさんの人がくれるのが

すごく嬉しくて。

陽菜もたくさんｺﾒﾝﾄくれるし。（笑

あぁ。まひるも大人の階段ｷﾁっと上らなきゃ。（笑

全然上ってないよ。（笑

まん前の家の子が親友ﾁｬﾝなの???
裏山ｼｽ。

親友ﾁｬﾝはNEWS担なの???
まひるも山下智久様大好き。

乳が盛り盛りしてなければ。（笑

どっくんｿﾛって基本的にどSだよね。（笑
だからどMのまひるはｳﾊｳﾊなんですが。

ひかるさん（＠忠義）

あ。あのお楽しみ券がついてたやつですか???
応募したんですけど

なんかもうそろそろ当落わかる頃ですよね???
ﾊｽﾞﾚたくさいんですが。(笑
しかも前回もﾊｽﾞﾚてるし。（苦笑

がっかりですよ。（笑

庵?さん
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。



庵?さん、小学生なんですか???
ﾔﾊﾞｲです。倍ぐらい年違いますよね???（苦笑
ちなみにまひるは２３歳です。（涙

ﾃﾗ裏山ｼｽです。

あ。じゃ、ぜひ庵?さんのﾌﾞﾛｸﾞにもお邪魔しますね。

小春さん（＠章大）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

１年も前からﾌﾞﾛｸﾞ見てくださってたんですか???
うわー。ﾎﾝﾄにありがとうございます。

なんか山梨ではﾁﾝﾊﾟと男前さんの企画が何もなかったので

ちょっと寂しかったです。

福井ﾏｼﾞですか???
玉子焼肉でいっぱいだったんですか???
うー。見たかったです。＞＜

なんかその地方地方独特の空気みたいなのとか

いろいろあるんでしょうね。

あ。相ﾘﾝOKですよ。
後で小春さんのﾌﾞﾛｸﾞの方にもお返事させていただきますね。



2006.11.08 Wed ﾍﾀﾚﾊﾞｰﾃﾝ大倉忠義。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いやー、ｺﾒﾚｽ溜めててｺﾞﾒﾝなﾊﾟｲ。

今日、１０日間分やったんだけど

それでも追いつかないもんね[:たらーっ:]
また明日続きやれたらやりますねーん[:揺れるハート:]
人数じゃなくて件数的に言ったら８８件あったもん。（笑

ﾋﾞｸｰﾘだにゃ[:猫2:]
いや、嬉しいけど。

それだけ反応があるってことは正直に嬉しいです[:揺れるハート:]
みんなありがとねーん[:揺れるハート:]

昨日、初めて、じゅんのと聖のﾗｼﾞｵ聴いたよー。

山梨でもたぶん聴けるんだろうなって思ってたんだけど

全然聴いたことがなくて

それで昨日聴いてみたら結構面白かった[:てれちゃう:]
また今日も聴こうと思ってます[:揺れるハート:]
今日って確かうえぷとゆっちのﾗｼﾞｵもあるんだよね???
それも聴けるんだよね。

なんてKAT-TUN担には親切な山梨県。
ちょっと腹が立つわ。（笑

ﾗｼﾞｵとかって聴き始めると面白いよね。

でも昨日ってゆーか今朝の５時ぐらいまで起きてたから

眠いや[:眠たい:]
なんか最近全然ちゃんと眠れないんだよね[:悲しい:]
やっかし精神的にきてるのかな???

あ。なんか山梨で今週か来週ぐらいにﾚﾐｵﾛﾒﾝの特番があるんだけど

いつやるのか知らないんだよねー[:悲しい:]
後で調べとかないと。

たぶん航空学校でやったﾗｲﾌﾞのやつだと思うんだけど[:汗:]



なんか航空学校の滑走路でﾗｲﾌﾞやるなんて夢があるよね。

と思うのはまひるだけですか???

つーか昨日遅くまで起きてて寒かった。

だって外の気温６度とかだったもん[:悲しい:]
山中湖の辺なんてﾏｲﾅｽいってたよ。

思わず天気予報見ちゃったよ[:たらーっ:]
ﾋｰﾀｰつけちゃったもんね[:たらーっ:]
電気敷き毛布も発動したし[:汗:]
え???まひるって案外冷え性???

あ。今週のエイトｶﾚﾝﾀﾞｰﾔﾊﾞくないですか???
忠義の斜め前髪が萌えｽ[:揺れるハート:]
でもﾚﾝｼﾞｬｰの衣装はｺﾝで着てるつなぎが好き。

ﾍﾞﾙﾄもﾍﾙﾒｯﾄも可愛いし[:揺れるハート:]
あと忘れちゃいけないのがお尻の∞ﾏｰｸね[:パー:]
忠義のﾌﾟﾘﾁｰなお尻がいい感じに強調されてて好き[:揺れるハート:]
ちょっとかがむとお尻の∞ﾏｰｸがﾌﾟﾘってなっててｷﾞｻﾞｶﾜﾕｽ[:ハート大小:]
もう忠義のお尻についてならいくらでも

語れちゃうぐらいﾌﾟﾘﾁｰなお尻が好きですが何か???

そ。そ。昨日のｽｶ☆Jね。
本編はほとんど見ていません[:パー:]
ﾖｺの夢に毎年安達祐実ﾁｬﾝが出てくるってゆー話のくだりと

安達祐実ﾁｬﾝが料理作ってるとこしか見てません[:パー:]
ま、それは後で見るとして

問題はﾛｹの方ですよ[:パー:]
男前なｶｸﾃﾙを作る忠義と亮ちゃん、ﾏｼﾞｶｯﾁｮｴｴｰ!!!!!
つーか亮ちゃんってやっぱｽﾀｰよね???
さすが２ﾄｯﾌﾟよね???
ﾊﾞｯﾁﾘあーゆうとこでｷﾒてしまう男、錦戸亮。

さすが!!!!!
あーゆうとこでﾍﾀﾚぶりを発揮する男、大倉忠義。

天然、２１歳。（笑



さすが関ｼﾞﾐ３は違うなと。（笑

わー。久々に言ったね。

関ｼﾞﾐ３って。

でもまひるには成功した亮ちゃんよりも

失敗した大倉忠義の方が男前に見えたよ[:ぴかぴか:]
え???病気???
自担、甘甘光線出してますから[:パー:]
しかもｶｸﾃﾙ美味しそう[:ぴかぴか:]
忠義のは泡泡でしたけど[:パー:]
なんかﾊﾞｰﾃﾝさんが作ってたやつはﾏｼﾞ美味しそうだった[:ぴかぴか:]
まひるもﾋﾞｰﾙ飲めないからｼﾛｯﾌﾟとか入ってるの

飲んでみたいし[:パー:]
ﾌｧｲﾔｰﾀﾜｰのやつとかも飲んでみたいし。

でま、来週は待ちに待ったしょこたん登場。

なんか誰かしょこたんのｽｶｰﾄの裾めくらせてませんでした???
誰よ。そんなことしょこたんにさせるのは!!!!!!
変態ｵﾔｼﾞじゃないですか???
あ。そういえば来週はおめぐが居なくて

あやのﾁｬﾝが居たみたいなんだけど[:汗:]
でも一応あやのﾁｬﾝが看板娘なんだよね???
あやのﾁｬﾝ復活か???

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘﾖﾛｼｸお願いします。

ｺﾒﾚｽは明日続き出来たらやりまーす。

途中までは下の記事でやってるんで見てねーん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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ｺﾒﾚｽ昨日の続きからやりますねーん。

１０月２４日からのｺﾒﾚｽになります。

いつもたくさんのｺﾒﾝﾄありがとうございます。

すごく励みになってます。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

ではやります。

ｺﾒﾚｽ。

桃さん（＠忠義）

くらりぃさん（＠忠義）

りあさん（＠すばる）

ゆいさん（＠信五）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

ひかるさん（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

なつみ（＠忠義）

紗羅さん（＠忠義）

しずかさん（＠忠義）

和子（＠忠義）

恵音さん（＠忠義）

みずき（＠章大）

ﾁｭﾝﾁｭﾝさん（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）

陽菜（＠章大）

みおり（＠健つん）

ゆりえさん（＠忠義）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

まなさん（＠忠義）

ゆか（＠聖）

あき（＠忠義）

ひろこさん（＠忠義）

あすぴぃさん（＠忠義）

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）
ﾊﾆｰ·ｳｰﾀﾝさん（＠亮）



さとみさん（＠忠義）

陸（＠忠義）

乃華（＠博貴）

陸さん（＠章大） 桃さん（＠忠義）
ﾎﾝﾄに山梨に行けてﾗｯｷｰでしたよ。

流し目ってゆーかちょっと離れた場所から

歌いながらｶﾞﾝ見されたんです。（笑

桃さんってどちらにお住まいですか???
なんか学生さんって勉強もあるからいろいろ大変ですよね。

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾄ、ﾏｼﾞﾔﾊﾞですよ。

ｽｯｺﾞｲｶｯｺｲｲです。

ﾌﾞﾛｸﾞ毎日ﾁｪｯｸしてくれてありがとうね。

くらりぃさん（＠忠義）

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾄはﾏｼﾞｶｯｺｲｲですよ。＞＜

胸元がﾏｼﾞｾｸｼｰです。

MAQUIAも良かったですよね。
あれをおかずにご飯３杯は食べれます。

ﾎﾝﾄ、ｽﾃｷなeighterになれるよう頑張りたいですね。

りあさん（＠すばる）

お待たせしました。

やっと復活です。

１週間ぐらいのことだったんですが

そんなにお休みしたことも今までなかったので

ちょっと不安でしたね。

でも復活出来てよかったです。

来週のｽｶ☆J、いよいよしょこたんですね。（笑
全然!!!!!
全然生意気なんて思ってないですから!!!!!（笑
むしろ嬉しかったです。

生きてく中で立ち止まることも必要なんだなぁって

改めて思いました。

ありがとう。



ゆいさん（＠信五）

ゆいさん、復活おめでとうございます。

またゆいさんの方から声かけていただけて

嬉しいです。＞＜

ﾌﾞﾛｸﾞ毎日ﾁｪｯｸしてますよ。

ゆいさんがまたエイトの元に戻ってきてくれて

すごく嬉しいです。

これからも遊びに行くと思うのでﾖﾛｼｸお願いします。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

お待たせしました。

案外早く戻ってこれたような気がします。

それでも自分の中で１週間って長かったんだけどね。

待っててくれてありがとう。

これからもﾖﾛｼｸね。

ﾎﾝﾄにななﾁｬﾝはお待たせしちゃったみたいで。(笑
ありがとね。

まひるもｼﾝｸﾞﾙは全種予約したよ。

ﾐｻﾝｶﾞなんて自分で作れるのにね。（笑

ﾃｲﾁｸさんもなかなか考えるなと。

でも７色じゃなくて８色の時に発売してほしかった。

大丈夫。生意気なんて思ってないから。（笑

あとまひるﾁｬﾝでいいよ。

また悩んだ時は話聞いてね。

そっか、ななﾁｬﾝは受験生なんだね。

勉強大変だと思うけど頑張ってね。

そして受験終わったらまたｺﾝｻｰﾄたくさん行ったらいいし。

そだね。笑顔。笑顔だね。

裏の顔ってゆーとちょっと語弊があるんだけど

誰にだって素の顔があるし、

受け入れられない人とかもいるだろうし、

自分が忠義の受け入れられない人になってしまったんじゃないかって

考えてました。

勝手な思い込みですけど。（苦笑

今は思い込みだけどでも実際ﾎﾝﾄにそうなってしまった時は



嫌われて迷惑かけてまで応援しようとは思わないので

身を引く覚悟は出来てるよ。

だから今はそうならないように少しでも

ｽﾃｷなeighterになれるよう頑張りたいなって。
うん。忠義を信じて頑張ろう。

ひかるさん（＠忠義）

(＞Д＜)ゝ”了解!
またﾌﾞﾛｸﾞ遊びに行きますねー。

ゆか（＠忠義）

お待たせしました。

やっと復活しました。

たった１週間なのにすごく長く感じた１週間だったよ。

またいつでもﾒｰｳください。

そしてただいま。（笑

いやいや、心配してくれるその気持ちだけでﾎﾝﾄ嬉しいよ。

ゆかは仕事辞めたいって今まで思ったことある???
なんか今どうしていいのかさっぱりわからないんだよね。

頑張った方がいいのか

もう店長もｸﾋﾞにしたいみたいだし、

自分から新しい仕事探して辞めますって言った方がいいのか。

なつみ（＠忠義）

お待たせ。（笑

また休んでしまう時とかあると思うけど

自分のﾍﾟｰｽで頑張ろうと思ってます。

これからもﾖﾛｼｸね。

あとまひるﾁｬﾝでいいよ。

なんとか大倉忠義愛も復活したよー。

まひるの部屋もNHKの映りが悪いんだよね。(涙
電波はちゃんと届いてるらしいから接続の関係らしいんだけど。

今、本気で地ﾃﾞｼﾞの映るTVを買おうかと
思ってるんですけど。



きっと１２月に入ったらMｽﾃとか出るだろうから
それでｶﾞﾝ見しよう。（笑

紗羅さん（＠忠義）

お待たせしました。

やっと復活です。

ﾌﾞﾛｸﾞ始めて１週間もお休みしたことなかったから

不安でしたね。

自分にとっては長い１週間だったけど

たぶんみんなにとっては何気ない１週間だったんじゃないかなぁ

なんて思ってます。

元気ﾊﾂﾗﾂぅ?とまではいかないけど
復活です。（笑

初回盤７枚お買い上げですよ。(笑
しかもまだ忠義ｶﾗｰ追加して予約しようかと

たくらんでますけど。

ﾐｻﾝｶﾞなんていくらでも自分で作れるのにね。

仕事は大変だけどもう少し頑張ってみようかなって。

辞めることはいつでも出来るし。

って言ってもすぐｸﾋﾞになってる可能性も高くて。

切ないですね。

忠義さん、髪ｸﾙｸﾙって巻いててｷﾞｻﾞｶﾜﾕｽでございます。

しかもなんかあの衣装もあっててｶﾜﾕｽ。

しずかさん（＠忠義）

ご心配おかけしました。

おかげさまでなんとか立ち直れました。

まだ不安材料はたくさんあるけど

でも負けずに頑張りたいです。

これからもﾖﾛｼｸね。

ただいま。

なんか思いっきり忠義にﾊｰﾄ鷲掴みにされてる状態ですよ。

忠義の一言に一喜一憂してて

自分でもﾊﾞｶだなぁとか思うんだけど



でも好きなものは好きなんだ!!!!!!

和子（＠忠義）

ううん。ありがとう。

ﾎﾝﾄご心配おかけしました。

なんとかまた歩きはじめることが出来ました。

まだ走れる程の余裕はないけど

でも手探りで頑張ってます。

恵音さん（＠忠義）

そうだよね。

もう１度走り始めるために少しぐらい立ち止ってもいいよね???
全然!!!!!
全然生意気なんてことないよ。

むしろありがたいし。

これからもﾖﾛｼｸね。

そしてただいま。

D誌の髪型と服装がﾏｯﾁしててｷﾞｻﾞｶﾜﾕｽでございます。（ｴｸﾞｴｸﾞ
あの髪をｸﾙｸﾙ巻いてあるとことかやっぱ可愛い。

胸がｷｭｰﾝってなったもん。

「KANSAI１週間」たぶん本屋で取り寄せられるか
明日聞いてると思うわ。(笑
えぇー!!!!１ヶ月の雑誌代だけでー。（ｴｸﾞｴｸﾞ
完璧に部屋が女の子の部屋じゃなくてｦﾀｸ部屋だもん。

忠義をお部屋に呼べないー!!!!!（ｴｸﾞｴｸﾞ
ｺﾒﾝﾄ長くても全然OKですよ。

みずき（＠章大）

生意気なんてこと全然ないよ。

ﾎﾝﾄにありがとう。

人間立ち止ることも必要なんだなって思ったし。

これからもﾏｲﾍﾟｰｽに頑張るからﾖﾛｼｸね。

あとまひるﾁｬﾝでいいよ。



ﾁｭﾝﾁｭﾝさん（＠忠義）

さっきﾒｰﾙ送っておきました。

ﾁｭﾝﾁｭﾝさんもいろいろ大変なのに

余計な心配かけちゃいましたね。

すみませんでした。

でもおかげさまで走り出すほど元気じゃないけど

前へ進むぐらいのことは

出来てるようです。

またﾒｰﾙ待ってます。

りりかさん（＠忠義）

りりかさん、ありがとう。

いつもりりかさんのﾎﾟｲﾝﾄをついた一言に

励まされています。

いつもいつもありがとう。

山梨と岡山の距離を全然感じないぐらいの

温かさに包まれています。

ﾎﾝﾄにありがとう。

忠義の制服姿なんてﾁｮｰ貴重だよね。

まぁ、横山さんも２５歳になって制服着てましたけど。(笑
「KANSAI１週間」にそんなの載ってたのぉーん???
全然知らなかったよー。（涙

私服のよちくんが見たいじゃんよー。（涙

えぇー。でもそんなに毎週毎週雑誌にお金かけられないし

諦めますわ。

すでにここ何ヶ月かの雑誌に埋もれて部屋を片付けないと

居場所がないぐらいになってるのに。（ｴｸﾞｴｸﾞ

しかもｷﾞｬｵﾏｶﾞｼﾞﾝもやっすんの可愛さに惹かれて

思わずﾚｼﾞまでお持ちになりましたよ。（ｴｸﾞｴｸﾞ

でもなんかきっと明日には本屋に電話してそうな

勢いなんですけど。（笑

陽菜（＠章大）

陽菜の言葉すごく嬉しかったよ。



ありがとう。

まだ仕事のこととかいっぱい悩みは尽きないけど

でも前へ進むことは出来てるみたい。

これからもしょーもないﾔﾂですが

仲良くしてやってください。

みおり（＠健つん）

ありがとう。

思ってたより早く戻ってこれたなぁなんて

思ってるんですが

これでも自分の中では長い１週間だったんです。

まだ仕事のこととか悩みは尽きないけど

でもたくさんの励ましてくれる仲間がいるんだなって

思うと元気が出ます。

ﾎﾝﾄにありがとう。

全然片思いじゃないから!!!!!
まひるもみおりが好きです。＞＜

関風ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞ、全種類予約したよー。

しかもまだ忠義ｶﾗｰを追加で予約しようかなぁとか

思ってるあたしは病気だ。

ｸﾞﾘｰﾝは癒しの色だもーん。いろんな意味で。

ゆりえさん（＠忠義）

ありがとう。

まひるには待っててくれる人がたくさんいるんだなぁ、

心配してくれる仲間がいるんだなぁって思ったら

すごくありがたくて。

涙が出ました。

ﾎﾝﾄにありがとう。

高校から今まで接客業のﾊﾞｲﾄをしてて

今も接客業の仕事をしてるのですが

今まで接客で店長に怒られたこととか

なかったんですが

今の仕事になって接客のあり方、気持ちの持ち方など

いろいろな点で怒られまして



もともと今の仕事が目標ではないので

そうゆう点も気に入られてないようで。

辞めますって自分から言うのを待たれてるような気分です。

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

でもﾒｰﾙの話、まひるだけじゃないみたいだし、

ｼｮｯｸだったけどまひるの勘違いかなって思った。

でもナナ美ﾁｬﾝにしか話してないんだけど

ちょっとほっとした。

店長ね、前の人は全然そんな人じゃなくて

結構楽しく仕事出来てたんだけど

なんか真顔になっちゃいけないとかすっごい怒られて。

ずっと笑顔じゃなきゃﾀﾞﾒってﾑﾘなんですけど。

真顔になったら即ｸﾋﾞって言われた。

そんな仕事聞いたことないんですけどぉー。

まぁ、あんまり愚痴っても仕方がないんで

この辺にしておきます。（笑

まなさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾌﾞﾛｸﾞずっと読んでくださってたそうで。

ありがとうございます。

ﾌﾞﾛｸﾞ出来たらぜひ教えてください。

遊びに行きますので。

なんかまひるも職場で暗いなって思います。

でもそれが接客にも出てしまって

それで怒られたんですけど

でもﾎﾝﾄ細かいことでいちいち怒られるので

凹んでしまって笑顔もまともに作れない状態。

そんなんじゃいけないなって思ってるので

笑顔だけは忘れたくないなって。

まなさんも学校大変かもしれませんが

お互い頑張りましょうね。



ゆか（＠聖）

久しぶり。

ﾘﾝｸの変更了解しました。

最近絡んでなかったから

また絡みに行くね。

あき（＠忠義）

ありがとう。

案外早く復活できたかなって。

自分の中ではすごく長かったんだけど。（苦笑

２ヶ月様子を見させてくれって言われて

でも真顔になったら即ｸﾋﾞとか言われて

そんなずっとﾍﾗﾍﾗ笑えないよねぇ。

様子見てﾑﾘっぽいって思ったら新しい仕事探すことに

するよ。

JUGEM、点検してたんだ???
もっそいﾛｸﾞｲﾝﾁｬﾚﾝｼﾞしたよ。

あたしは。（笑

忠義愛復活したよーん。

結局何があっても忠義以外の人を好きになるとか

今のあたしには考えられないんだよね。

病気か???

ひろこさん（＠忠義）

復活しました。

ありがとうございます。

いやいや、忠義情報局だなんて

そんな滅相もない。

陳腐なﾌﾞﾛｸﾞなので他のﾌﾞﾛｸﾞ書いてる方に

申し訳ないような。（滝汗

ありがとうございます。

いろいろ大変ですが頑張ります。



あすぴぃさん（＠忠義）

ただいま。（笑

これからもﾏｲﾍﾟｰｽでいくと思うので

迷惑かけちゃうこととかあると思うけど

ﾖﾛｼｸね。

まひるもｸﾞﾘｰﾝをあと２枚予約しようか迷ってるとこ。

何このｸﾞﾘｰﾝ贔屓な人は。（笑

まだ大阪ﾒﾛﾘﾋﾟってないから振りとか全然で。

１２月までには覚えなくちゃって思ってるんだけど

どこからどこまで覚えていいのか···｡（笑

そうそう、あのｽｶ☆Jのｶｸﾃﾙのやつは失敗してるとこが
忠義っぽくていいんだよね。

あーゆうとこがお姉さまの心を刺激するんだわ。(笑
忠義のﾌﾟﾘｹﾂ可愛いよねぇ。

前にｽｶ☆Jのお尻のﾓﾃﾞﾙのやつやった時なんて
ｶﾞﾝ見でしたもん。

死んじゃう。お姉さん死んじゃうよ。

って１人で騒いでた。（笑

OBAﾁｬﾝ（＠忠義）
ただいま。（笑

ありがとう。

ﾌﾞﾛｸﾞ楽しみにしてくれる人がいるって

嬉しいね。

仕事のこともいろいろ大変だけど

自分の出来る限りのことやってみて

それでﾀﾞﾒなら新しい仕事探そうと思ってる。

なんかすでに仕事が楽しくない現状がもうﾀﾞﾒﾀﾞﾒなんだけどね。

でもﾎﾝﾄ心配してくれてありがとう。

ﾊﾆｰ·ｳｰﾀﾝさん（＠亮）

ただいま。(笑
なんかみんなにお帰りなさいとか言われると

ちょっと照れくさいですね。(笑
いや、嬉しいんですけど。



関風ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞまだ大阪ﾒﾛをﾘﾋﾟってないので

振りも全然。（苦笑

ｶｯｺｲｲなぐらいしか頭に入ってないですよー。（涙

振りをどこからどこまで覚えていいのかもわからないし。（笑

でも発売楽しみですね。

なんか仕事は店長に個人的によく思われていないってのも

ひとつの原因だと思ってます。

気に入られてる子と明らかに態度が違いますもん。

その時点でﾏｲﾅｽだなぁってすごく思いますね。

さとみさん（＠忠義）

ご心配おかけしました。

まだ問題は残るもののそれでも気持ちが安定してきたので

良かったなって思います。

ﾈｯﾄﾗｼﾞｵの聴き方はちょっとここでは説明が長くて

出来ないのでﾒｰﾙをﾊﾟｿの方にくだされば

お返事しますよ。

陸（＠忠義）

陸も気持ちが安定してきたんだね。

それは良かった。

そっかたちょに成長させられたんだね。

それはますます良かった。

忠風ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞ精神だよね。（笑

なんかねぇ、でも自分でもどうしていいのか

わからないんだよね。

ｸﾋﾞになる前に新しい仕事探して自主的に辞めた方が

いいような気もするし。

なんかだって店長はどうしてもｸﾋﾞにしたいと

思ってるようにしか見えないんだもん。

会話とか一切ないし。

他の人とはしゃべってるのに。

あ。じゃ、敬語で。（笑



乃華（＠博貴）

お久しぶりです。

こちらこそ全然ｺﾒとか出来なくてｺﾞﾒﾝねー。

後で改めて相ﾘﾝのお願いに伺うねー。

また絡めるようになったら嬉しいです。

これからもﾖﾛｼｸね。

陸さん（＠章大）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾈｯﾄﾗｼﾞｵはたぶんWindowsのﾊﾟｿなら聴けると思います。
特に付属品もお金もかからずに。

ﾌﾟﾛﾌのとこにまひるのﾊﾟｿのﾒｱﾄﾞがあるんで

そこにﾒｰﾙください。

ちょっと説明が長いのでここには書けないので

ﾒｰﾙでお教えしますね。



2006.11.09 Thu ﾊﾑ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

ｺﾒﾚｽ頑張ったぞの

大倉担まひるですけどもー。

ｺﾒﾚｽ３日に分けて３０件づつやろうと思ってたんだけど

今日暇だったから昼間から頑張って残り全部やったよ。

３時間かかりました。

ﾈｯﾄﾗｼﾞｵを聴きたい（ﾚｺﾒﾝとか聞くｼﾞｬﾆとか通信とか）と

問い合わせてくださった方はﾒｰﾙくださいねー。

他にもﾈｯﾄﾗｼﾞｵ聴きたい方いらっしゃったら

お気軽にﾒｰﾙください。

昨日、結局布団の中に入ったのは早くて

２２時半ぐらいだったんだけど

[:ケータイ:]ｲｼﾞｲｼﾞしてて気がついたら
KAT-TUNのﾗｼﾞｵの時間。
結局最後まで聴いて寝た[:眠たい:]
でも全然覚えてないのね[:下向き:][:下向き:][:下向き:]
なんかいつも思うのはうえぷってこんなｷｬﾗだっけ???だけど。
ゆっちだってKAT-TUN結成前はそんなｷｬﾗしてなかったじゃん。(笑
ご様子はおかしかったけど。(笑
あ。でね、じゅんのと聖のﾗｼﾞｵ、

昨日は駄洒落のｺｰﾅｰがあったんだけど

結構みんなｸﾞﾚｰﾄﾞ高くて面白かった[:ぴかぴか:]
やっかし田口担歴何年とかにもなるとｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟするのかな???(笑
あ。ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟだな。

ﾊﾟﾗﾗﾊﾟｯﾊﾟﾊﾟｯﾊﾟｰﾝ。

これね、一時期ﾒｰﾙの着信音にしてたのね。

それでのんきにｹﾞｰﾑｼｮｯﾌﾟで中古のｹﾞｰﾑｿﾌﾄを吟味してたんだわ。

そしたらﾊﾟﾗﾗﾊﾟｯﾊﾟﾊﾟｯﾊﾟｰﾝって[:ケータイ:]が鳴ったら
お店に居た小学生数人に「あの人今ﾚﾍﾞﾙ上がったよね???」って
言われてちょっと笑われたからやめたのね。

ちょっとﾊｰﾄが傷ついたからﾎｲﾐなんてかけたりして。(笑



ｳｯｾｰ。常に冒険中なんだよ。（笑

そんなわけでよい大人が街中でﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟすると恥ずかしいので

やめましょう。

つーかつーか今日、本屋に行って

ちょっとｷﾞｬｵﾏｶﾞｼﾞﾝなんぞ探してみたのね。

別に買うつもりもなくて立ち読みしようと思ってて。

まさかそんな記事が大きいとも思ってなかったから。（失礼

そしたらｷｭｰﾝ。

章ﾁｬﾝ可愛すぎる!!!!!!

久々にやっすんにﾂﾎﾞった大倉担まひるなのでした。

そのままﾚｼﾞまで直行。

そんなわけで世のeighterはｷﾞｬｵﾏｶﾞｼﾞﾝは必見ね[:パー:]
ここﾃｽﾄに出すから[:パー:]
ちなみに６ﾍﾟｰｼﾞに渡って載ってまふ[:揺れるハート:]

そしてTV LIFEは忠義[:揺れるハート:]
ﾔﾊﾞｽ!!!!!
忠義の唇が誘ってる[:ラブラブ:]
ちょっとﾎﾟｯﾃﾘしたﾋﾟﾝｸ色のﾂﾔﾂﾔの唇が誘ってる[:揺れるハート:]
まひるたん、誘われてますけどどうしますか???
YES or NO

YESでお願いします。

ﾌｧｲﾅﾙｱﾝｻｰ???



ﾌｧｲﾅﾙｱﾝｻｰ。

とかやってる場合じゃなくて[:パー:]
忠義また髪伸びたねー。

つーか伸びるの早くないですか???

それはｴﾛだからですか???

はい。そうですね。

ｴﾛだからですね[:パー:]

そんなこんなでWebの∞ﾚﾝｼﾞｬｰの更新時間が過ぎたので
１番最初に大倉忠義のﾍﾟｰｼﾞをｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｷﾀｷﾀｷﾀｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ≡(ﾟ∀ﾟ≡ﾟ∀ﾟ)≡ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

大倉忠義、BiDaN表紙ですか???
ﾏｼﾞですか???
今でもすっかりﾊﾑで···orz
おっと危ない。

ﾏｼﾞまひるたん２冊か３冊は買うね。

ね、ね、忠義さん発売日はいつよん???
すばるが表紙やった時に忠義もBiDaNの表紙にならないかなぁ
なんて何気なく言ってたのに



ﾏｼﾞでか???

じゃ、ﾏﾏがﾊﾟﾊﾟの勇姿を見せれるように

ﾏﾏも努力してﾏﾏの座を奪わねば。（ｳｯｼｯｼ

ﾊﾑ姿以降もちゃんとｽｸﾗｯﾌﾟしといてあげるからね。（笑

なんか久々にﾚﾝｼﾞｬｰの忠義にｷﾗｰﾝ[:ぴかぴか:]ってしてみた。
やっかし可愛いよー[:揺れるハート:]
もうね、文章の書き方わかってる。

どうすればｦﾀ心を揺さぶれるかわかってる。

罪な男だなぁ。

その可愛さでどれだけの女子をｸﾗｸﾗにさせてきたんだろう。

まひるもその１人ですけど[:パー:]
まひるも今、目指せ脱ﾎﾞﾝﾚｽだから[:パー:]
そしていつか大倉忠義さんの前にｽﾚﾝﾀﾞｰﾎﾞﾃﾞｰで

ｽｶｰﾄﾁﾗﾁﾗｯってやって誘惑しちゃうんだから[:揺れるハート:]
寝言は寝てから言えよ[:パー:]
妄想ぐらい好きにさせて[:パー:]

ﾊﾑでも大好きだからね[:揺れるハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.11.15 Wed 食欲と性○は比例する。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

しばらく放置しててすみません[:汗:]
仕事が忙しくてなかなか更新出来なかったのれす[:悲しい:]
前は２１時半前には帰ってこれたんだけど

最近は２２時半ぐらいで

それからご飯食べてお風呂入ってって感じだから

もう寝る時間???って感じで。
やっと今日お休みだし。

お休みなのに７時に起きてｺﾝﾋﾞﾆに買い物に行ってきた。

別ﾌﾚ探したんだけどなくて

うーん。やっぱ本屋に行くかぁ。

で、女性自身のすばる!!!!!!
ﾏｼﾞﾔﾊﾞｲ!!!!!!
ﾁｮｰｽﾃｷ過ぎる[:揺れるハート:]
すっごい綺麗に写っててｶｯｺｲｲなぁって。

やっぱすばるはすごいなぁって思った[:ぴかぴか:]
行動とかいろいろな意味ですごく革命的なんだよね。

そうゆう部分とかは特に尊敬する[:ぴかぴか:]
どっくんとの絡みすごく好きだし。（笑

お互い手探りな感じがすごく可愛い[:揺れるハート:]
結構付き合い的には長いはずなのにね。(笑

で、昨日のｽｶ☆Ｊ。

しょこたんｷﾞｻﾞｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]
何してても可愛いです[:揺れるハート:]
で、ﾌﾞﾛｸﾞに載せるｺｰﾅｰのやつ。

あー。そうゆう感じで写ﾒってそうゆう理由で

丸ちゃんが選ばれたんだ???って。(笑
なんか村ネ申さんがどんな変態写真を撮ってるかと思えば。（笑

ＢＵＴ忠義がどんな写真を撮ったのかすっかり

忘れているどｱﾎｩですけども。（笑



あ。なんか今日、夢見たんだけど

富士山の写ﾒをﾌﾞﾛｸﾞに載せようと思って頑張って写ﾒろうと

するんだけど全然写ﾒれない夢。（笑

でも夢の中ではいっぱい富士山見れたよ。

で。別ﾌﾚ買ってきたー。

早速漫画の方読んだんだけど

すっごい丸ちゃんとやっすんと亮ちゃんがっぽい。

なんか漫画の丸ちゃんにちょっと惚れそうになったもん[:揺れるハート:]
実際の忠義はどうなんだろ???
やっかしあーゆうこと言う人なんだろうか???
結構ぼんやりしてるけど仕事のﾌﾟﾛ意識は高いと思うしー。

わ、わからない。（笑

言いそうって言えば言いそうだし。

で、ｱｲﾄﾞﾙ、ｱｲﾄﾞﾙってちょっと小ﾊﾞｶにされがちだけど

みんなﾌﾟﾛ意識持ってやってるし、

自分達で曲も作るし、

楽器もやるし、

ﾗｲﾌﾞの構成も考えたりするし、

お芝居も頑張ってるし、

全然ｱｰﾃｨｽﾄと変わりはないとまひるは思う。

まひるもﾊﾞﾝﾄﾞが大好きでｱﾝﾁｱｲﾄﾞﾙだった時代も

あるけどそれは今思えば自分の未熟さからだし。

ｱｲﾄﾞﾙたって簡単になれるわけじゃないし。

やっぱり残っていく人間って言ったら

人として魅力のある人だし。

ただ歌って踊ってればいいわけじゃない。

自分の魅力を見つけて最大限に引き出してる人で

なおかつﾌﾟﾛ意識の高い人。

それでも人気の出る人、出ない人とかいるもんね。

そうゆう点からもｼﾞｬﾆｰさんってすごい人だなって思う。

その人の魅力、将来性とかちゃんとわかってるもんね。

そうやって忠義にもﾄﾞﾗﾑ出来ないかって声かけた人だし。

まぁ、忠義をﾄﾞﾗﾑにﾌﾟｯｼｭしたのはやっすんらしいけど。



やっすんありがとう!!!!!
別ﾌﾚでもやっすんの優しさ全開でしたね。

やっすんかばえぇーーーーっつ!!!!!って最近よく思うんですけど。
安田萌え[:揺れるハート:]ですけども。（笑
で、別ﾌﾚ見て思った。

何???最近の大倉忠義はお色気専門なのか???(笑
ｾｸｼｰ部門に入るのん???
全然大歓迎ですけど[:ぴかぴか:]
お色気部門だけどでもｷｬﾗ違うしなぁ。

もっとｺﾐｶﾙな感じじゃん。（笑

あ。前にも言ったけど食欲と性○は比例してるって

ﾎﾝﾄだね。（笑

食欲大勢な人はやっぱしｴﾛさも大勢ですな。

丸とか丸とか丸とか。

横とか横とか横とか。

忠義とか忠義とか忠義とか。（しつこい

なんか３人ともｴﾛの塊みたいだもん。(笑
まぁ、いいんですけど[:パー:]

あ。最近ね、ﾄｳﾎｳｼﾝｷとか気になるの。

気になるって言っても誰がいいとかも全然なくて

なんとなく。(笑
なんか韓国ﾀﾚﾝﾄさんを扱ったﾌﾞﾛｸﾞがあって

そこ見て何ー???韓国ﾀﾚﾝﾄさんってｶｯｺﾖｽな人
たくさんいるじゃんと思ってみた。（笑

で、思うんですが韓国ﾀﾚﾝﾄさんって基本的に

一重の人が多くないですか???
一重か奥二重推奨のまひるとしてはｳﾊｳﾊなんですが[:パー:]
なのにﾊﾞﾘﾊﾞﾘの大倉担なんですけども[:パー:]
ｳｯｾｰ。（暴言

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.11.15 Wed 好きって言えるだけで幸せ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目の大倉担まひるですけどもー。

つーか夜になるとやっかし寒いね。

でね、でね、河相我聞さんのﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄに登録してるんだけど

なんかすっごい先の情報とかが流れてくるから

ついつい忘れちゃうんだよね[:悲しい:]
１週間ぐらい前に流して欲しいなぁと思うんですけど[:パー:]
なんか来年の予定とか流れてくるんだもん[:たらーっ:]
ちなみになんで河相我聞さんが好きなのかは不明。

気がついたら好きだったんだよね[:揺れるハート:]
たぶん顔がもっそいﾀｲﾌﾟ[:揺れるハート:]
あとﾄﾞﾗﾏｰでもあるんだよね。

ﾄﾞﾗﾏｰなのは全然最初知らなかったんだけど

ちょっと前に知って

あぁ、まひるってﾎﾝﾄﾄﾞﾗﾏｰ好きなんだなって思ったのね[:ぴかぴか:]
なんかたぶんﾄﾞﾗﾏｰ好きになるの３人目ぐらいだよ。

自分もﾄﾞﾗﾏｰだしね。

あ。東方神起の誰が好きなのかわかった。

さっき検索してﾎﾑﾍﾟ見たら

どうやらHEROと呼ばれてる人が好きらしい[:揺れるハート:]
ちなみにﾎﾝﾄの名前は違うらしいので

気になった人はﾎﾑﾍﾟ調べてみてー[:揺れるハート:]
でも年齢にﾋﾞｯｸﾘみたいな[:びっくり:]
忠義より１ｺ下だった[:悲しい:]
ちょっとちょっとちょっと!!!!!
２０歳じゃないのよー。

まひるたんより３つも下。（ﾁｰﾝ

２つでも大きい差だと思ってるのに

３つも下ですか???
まぁ、別に付き合うわけじゃないから

問題ないんですけど[:パー:]



ちなみにHEROはちょっと山下智久に似ています[:揺れるハート:]
ｶﾜﾕｽです[:揺れるハート:]
あとね、super juniorのｷﾑﾋﾁｮﾙくんもｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]
ｷﾑﾋﾁｮﾙくんはいくつか知らないんだけどね[:パー:]
わ。もっそいﾐｰﾊｰ。（笑

ｶﾜﾕｽで思い出したんだけど

昨日のｽｶ☆Jの空気が微妙だったのは
そうゆうわけですか???（Webﾁﾝﾊﾟと男前参照
なんかたぶん大倉忠義さんに至っては一言も発してないかと。（苦笑

ｦﾀｸな女子は引かれるのかなぁ???

えぇぇぇぇぇぇえー!!!!!!
じゃ、このﾌﾞﾛｸﾞ見たエイトﾒﾝはどん引きじゃないですか???

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
どうかすばやんに嫌われてませんように。(-∧-；)　ﾅﾑﾅﾑ
つーかすばやん、ここ見ても嫌わないでね[:揺れるハート:]
なんかみんなわかりやすっ!!!!!
なんかｷﾞｻﾞｶﾜﾕｽなしょこたんなのに

全体的にあんまり盛り上がってないなぁとは

思っていたけど。

忠義さんも苦手なんだねー。たぶん。（涙

しょこたん可愛いのに[:揺れるハート:]
まひるたんは好きだお。

つーか久々の連休でして今日は爆睡しまくりだったから

明日は頑張ってｺﾒﾚｽもやって

ｦﾀﾋﾞ鑑賞でもしようかなと[:てれちゃう:]
今日はﾎﾝﾄ朝まで眠りがすごい浅くて

寝てるのに寝てないような感じだったから

昼間も寝てたのね。

朝、ｺﾝﾋﾞﾆ行ってるし、昼、本屋も行ってるんだけどね[:たらーっ:]
ﾎﾝﾄ、休日は確実に本屋行ってるよね。(笑
今日は[:パソコン:]の本もいろいろ読みあさったんだけど
欲しいやつが見つからなくて



結局朝、ｺﾝﾋﾞﾆでTVぴあと女性自身買って
昼間、別ﾌﾚ買っただけね[:パー:]
女性自身の連載はやっぱすばるのやつが１番良かったなぁ[:ぴかぴか:]
なんか連載終わっちゃったけどね[:ポロリ:]
すばるのやつの全員ﾊﾞｰｼﾞｮﾝが見てみたい[:揺れるハート:]
忠義とかﾁｮｰﾔﾊﾞｲでしょ???
萌え死しちゃうよ[:ハート大小:]
なんかちょっとけだるい感じがｷﾞｻﾞﾔﾊﾞｽ!!!!!
しかもすばやんのやつ和紙に印刷してるんでしょ???
それがすごいｶｯｺｲｲ[:揺れるハート:]
なかなか粋なこと考えるなぁと思って。

やっぱｶｯｺｲｲ[:揺れるハート:]
なんかすば倉ﾗｲﾌﾞから一段と忠義とすばるが好きに

なったんだよね[:揺れるハート:]
あとFIVEも。
すごい時間のない中あんなｶｯｺｲｲﾗｲﾌﾞが出来ちゃうんだなぁって

ﾎﾝﾄに感激しちゃって[:ポロリ:]
エイト担で良かった。

大倉担で良かったって思った日でした。

幸せです。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘﾖﾛｼｸお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

PS.

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


「一番星」がﾘｱﾙにまひるが高校の時ﾊﾞｲﾄしてたお店の上に

存在してた。

ｷﾞｻﾞﾐﾗｺｰ。

東京に行ったら久々に行ってみよ。



2006.11.16 Thu 大倉忠義の俺様千秋様。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

寒いｻﾞﾏｽ。

今日の朝は寒いねー[:悲しい:]
でも暑いよりは全然耐えられるんですけど[:パー:]
でも年々活動的ではなくなってるね。

高校生の時なんてﾎﾝﾄ毎日のように外で遊んでたもんね。

ま、ﾊﾞｲﾄもしてたんですけど[:パー:]
まぁ、だいたい寒いったって山梨の寒さと東京の寒さは

違うからね。

冬場、最高気温は東京と同じぐらいまで上がるんだけど

最低気温が山梨５度ぐらい低いんだよね[:悲しい:]
山梨に引っ越してきて暑さ寒さの厳しさが１番凹んだかな。(笑

よっこんの坊主頭が早く見たくて[:ぴかぴか:]
あ。明日Ｍｽﾃで見れるんだ!!!!!
忘れてたよーん[:悲しい:]
なんか今週のＭｽﾃがエイトってゆー実感が全くないんですけど[:パー:]
でも確かﾐｽﾁﾙと一緒じゃなかったっけ???
いや違うかも。

ﾐｽﾁﾙと一緒ってﾒﾝﾊﾞｰ総動員で嬉しいんじゃないかなぁ。

いやいや、そんなﾒﾝﾊﾞｰの表情もﾁｪｯｸしなくちゃですね[:グッド:]
３日以来の生忠義も見れるし[:揺れるハート:]
よっこんってたぶんﾄﾞﾗﾏの役のために坊主にしたんだよね???
ﾄﾞﾗﾏ何役よー???
とにかく明日のＭｽﾃが楽しみなのと今日のﾚｺﾒﾝの重大発表が

気になるんですけど[:パー:]

何???何???何ｰ???
しーかーもー。

ﾚｺﾒﾝ、そろそろエイトｹﾞｽﾄとかありですよね???
わー。そこも気になる。

たぶん新曲発売前ぐらいには出そうだよね。



でも結構ﾂｱｰとｿﾛｺﾝとかいろいろ忙しいから

今回はなしなのかな???
今日辺り「ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽ」もかかりそうだし。

まひる、ﾚｺﾒﾝ、２３時から聴いてるから油断してるとﾔﾊﾞｲよね。

ちなみにｺﾄｰを見てるからです[:パー:]
ヨコ、ヒナちゃんｺﾞﾒﾝﾈ。

だってﾄﾞﾗﾏって言ったらｺﾄｰと僕の歩く道しか見れないんだもん[:悲しい:]
ﾎﾝﾄは千秋様だって見たいのにー!!!!!＞＜
ﾏｼﾞね、千秋様の白いｼｬﾂに細身のﾊﾟﾝﾂ。

あれを上品に着こなせるのは玉木宏さんぐらいだから[:パー:]
もう大倉忠義さんだったらまずお尻がﾊﾟﾂﾝﾊﾟﾂﾝでしょ???（失礼
あぁ。でも大倉忠義さんの俺様千秋様を見てみたい[:悲しい:]
そしたら頑張ってのだめになるから。

弾けないﾋﾟｱﾉ頑張っちゃうから。

あー。でもﾎﾝﾄまひるの中で１番ありえない楽器がﾋﾟｱﾉなんだって[:パー:]
弾けたらどんなにｽﾃｷなんだろうって思うんだけど

指がどれも一緒に動いてしまうんだよね。

指はﾎﾝﾄ不器用でだからｷﾞﾀｰも全然ﾀﾞﾒなんだけどね。

ﾍﾞｰｽはかろうじて弾けるんだけどね。

[:パソコン:]のｷｰﾎﾞｰﾄﾞもﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾀｯﾁ出来ないんだよね。
ほとんど人差し指で叩いてる

でもｷｰの位置は完璧に覚えてるから早いけどね。

[:パソコン:]始めた時にちゃんとﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾀｯﾁを習わなかったのも
いけないんだろうけど。

これ書き始めたのは朝の９時頃なんだけど

途中またお昼寝しました。（ﾁｰﾝ

なので続き書き始めたのが１５時からです[:パー:]
すっごい寝るよね???
昨日だって夜１時ぐらいには寝てるのに。

たぶんこれまひるのｽﾄﾚｽが溜まってる証拠だと思うよ。

鬱になってると全然眠れないか

ｽﾄﾚｽを解消しようかと体が自主的に眠りの体制に入ってるかだと

思うから。

でもね、ﾎﾝﾄに眠りが浅いのよ。

周りの音とか聞こえるもん[:悲しい:]



はい。昨日の続きね。

ｷﾑﾋﾁｮﾙくんの話。

なんかｷﾑﾋﾁｮﾙくん、交通事故にあって今ﾘﾊﾋﾞﾘの最中なんだって[:悲しい:]
そんなわけで今はﾋﾁｮﾙくんはお仕事お休みしてるらしい[:悲しい:]
で、ﾋﾁｮﾙくんの年齢ね。

１９８３年生まれのまひるとﾀﾒでした。

ちなみにつなﾋﾞｨにｱｯﾌﾟしたのはＨＥＲＯの方ね。

ね、ね、ちょっとｶｯｺﾖｽだと思わない???
とまひるが韓国にﾄﾞﾁﾄﾞﾁしてる間にですね、

大倉忠義さんがﾊﾑに近づいてるんですね。

それはﾊﾑ化ＳＴＯＰ運動を起こさないと[:パー:]
なのでこれから関風ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞの衣装をたくさん着る機会が

増えてくるのでみんなも忠義のお腹周りをﾁｪｯｸﾁｪｯｸ[:てれちゃう:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

いつもたくさんのｺﾒﾝﾄありがとうございます。

すごく励みになるので

お気軽にｺﾒﾝﾄくださいねーん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.11.17 Fri Mｽﾃ。関ｼﾞｬﾆ∞withﾐｽﾁﾙ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ｺﾒﾚｽやろうと思ったんだけど

今日、Mｽﾃだからたぶんそれまでには終わらないだろうと
思って来週にやることにしました。

みなさんお待たせしててｺﾞﾒﾝなさいね。

そ。そ。それで帰ってきてから何をしてたかというと

忠義とヨコが出た裸の少年を見てたの[:揺れるハート:]
ﾏｸﾞﾛ丼をほおばる忠義がﾊﾞﾘ可愛い[:揺れるハート:]
やっぱ食べ物を前にした忠義の顔が１番だね[:るんるん:]
ちなみにｷﾞｬﾙｿﾈﾁｬﾝは中居くんの番組で見たことあるよー。

黒ﾊﾞﾗで２週間ぐらい前に見たばっかり。

でもさすがにあの２人の食べっぷりにびっくりしてたよね。

ヨコとかｷﾞｬﾙｿﾈﾁｬﾝのお腹触ってるし。（笑

あれだけ食べて太らないってことは新陳代謝が活発ってことだよね。

まひるなんてお通じが悪いからあんなに食べたら

食べた分だけ身になるもん。（ﾁｰﾝ

まぁ、最初からあんなに食べられないけどね[:パー:]
ついでに大阪ﾒﾛも見た。

ﾘﾋﾟって見るのが初めてで。

忠義のお腹周り中心に見ました。

（↑変態

あれはお腹が出てるってゆーか胃が出てるのか

筋肉なのかって感じだよね。

しかも忠義、ｼﾞﾑに通ってるってゆーし。

でもあのﾃﾛｯﾃﾛの衣装は絶対やめた方がいいと思うわ。

太って見える。

それでもって振りが全く覚えられません。（ﾁｰﾝ

なんとか年末までに間に合わせなければ[:パー:]
つーかﾁｹは取れるのか???
KAT-TUNではﾊｽﾞﾚたことないのに



エイトは結構ﾊｽﾞﾚてるからなぁ[:悲しい:]
あ。でも最近KAT-TUNｺﾝ行ってないんだよね[:悲しい:]
エイトでいっぱいいっぱいでﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞぐらいでしか

生KAT-TUN見てないし[:ポロリ:]
なんかたまにはKAT-TUNとか見て刺激受けたいけど
仁ちゃんのいないKAT-TUNを見るのは怖い。
だってさ、KAT-TUNの新曲だって
仁ちゃんが抜けただけでKAT-TUNじゃないみたいに
聴こえるし。

なんか仁ちゃんのいない穴は大きいんだなぁって

思った[:悲しい:]

つーかもうすぐMｽﾃなのでﾄﾞﾁﾄﾞﾁ[:ラブ:]なんですが[:パー:]
なんせﾐｽﾁﾙさんと一緒のMｽﾃなのでﾒﾝﾊﾞｰ以上に緊張するまひるたん。
ﾔﾊﾞｽです!!!!ｷﾞｻﾞﾔﾊﾞｽです!!!!!
またMｽﾃの感想は後で書くとして[:パー:]

なんかねぇ、忠義さんのようにｾﾝﾀｰわけにしたいんですよ。

でもね、まひる、ｵﾃﾞｺが異常に狭いから

綺麗にｾﾝﾀｰわけとか斜め前髪とかﾑﾘなの[:悲しい:]
で、今日もお風呂あがりに前髪の長さが気になったから

自分で切ったった[:パー:]
来月はエイトのﾂｱｰがあって[:お金:]ないから
１月に入ってから縮毛矯正かけに行こうかなぁって

思ってるんだけど[:猫2:]
しかしいつまで伸ばす???この髪。
一応目標は胸までなんだけど若干飽きてきたんだよね。

髪洗うのも大変だし。

ずっとｼｮｰﾄかｾﾐﾛﾝｸﾞだったから

こんなに伸ばしたのたぶん生まれて２回目ぐらいだし[:たらーっ:]
ちょっとﾃﾞｼﾞﾊﾟｰあてようかとも思ったりしてて

髪型が一向に決まらないんですわ[:パー:]

あ。Mｽﾃ始まった!!!!!



つーかヨコ、帽子かぶってるしー[:悲しい:]
でもめっちゃエイトを堪能したよ[:揺れるハート:]
[:テレビジョン:]にかじりつきで見ました[:チョキ:]
忠義もめっちゃ可愛かったんだけど

それ以上に今日ってやっすんｺﾞﾘ押し???
あとせっかくのﾄｰｸがあったのにヒナちゃんだけ???
亮ちゃんが行ったﾐｽﾁﾙのﾗｲﾌﾞって

山久と一緒に行くはずだったやつ???
あれって結局誰と行ったんだっけ???
もう最近健忘症だから全然覚えてねっす[:悲しい:]
健忘症なんて可愛いものじゃないけどね[:パー:]
痴呆だわ[:パー:]
なんか最近すごいよね。

エイトのﾊﾞｯｸ、Mｽﾃのために関ｼﾞｭも連れてきてるんだもん。
今日は珍しくﾊﾞｯｸに全然目がいかなかったんですけど[:パー:]
あ。そういえば今日、衣装があの忠義のお腹ﾃﾛｯﾃﾛのやつじゃ

なかったよね。(笑
なんかﾎﾝﾄｺﾞｳｼﾞｬｽになってた[:ぴかぴか:]
丸ちゃんの髪型可愛いし。

なんか久々に丸ちゃん、髪型変わったよね???
あぁ。Webの脱・ﾊﾟｰﾝを考えないとね。
全然そうゆうの苦手で思いつかないんですけど[:パー:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516




2006.11.21 Tue 自分の思うこと書いたらいい。

深夜ですよー。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんか仕事が続けてある時はやっぱり鬱になって

しまってうまいことﾌﾞﾛｸﾞが書けません。

でもそれだけじゃなくて

最近ﾈﾀにつまってしまって

エイトのことを書かなければいけないとか

忠義のこと書かなければいけないってゆー観念に

とらわれてしまってうまいことﾌﾞﾛｸﾞが書けなかったんですね。

でも今ふと寝ながら考えていて

自分のﾌﾞﾛｸﾞなんだから好きなこと書けばいいし、

ﾈﾀにつまることもあるでしょう。

でも自分の思ったこと書けばいいんだって思ったら

ちょっとﾎっとした。

忠義のこと好きなんだけど今はだいぶ落ち着いてる。

まぁ、ｹｰｽﾊﾞｲｹｰｽなんだけど(笑
いきなりﾃﾝｼｮﾝ上がってる時もあるし、

全然忠義のこと考えない時もあるし。

前はﾎﾝﾄに忠義のことばっか考えてて仕事中に

にやけたりとかそんなこと日々だったけど[:汗:]

なんか仕事ね、ﾎﾝﾄ疲れるんですよ[:悲しい:]
なんか全然休まる時間とかなくて

８時間集中しっぱなしですごく疲れる。

いつかまた自分が壊れてしまいそうな気がして

それが怖い。

でも今は仕事しなくちゃ忠義にも会えない。

そう考えたらやっぱり今、仕事辞めるのは怖い[:悲しい:]
それで自分が壊れちゃったら羽交い絞めにあってるようなもんだけど[:悲しい:]



今は頭の中８０％が仕事のことで

残り２０％がエイトのことなんだよねぇ。

まひるたんとしたことが２０％しかエイトのこと考えてないの???
って思うでしょ???
そのぐらい今仕事がしんどいんです[:悲しい:]
仕事、今はﾂﾗｲけどでもいつか報われる日が

くるんじゃないかとかいろいろ考えています。

何も努力しないよりは全然ﾏｼかなって思います[:ぴかぴか:]

明日ゆっくりしようかなぁって思ってたら

通院日で[:たらーっ:]
これで半日取られてしまうから結構悲しいんだけどね[:悲しい:]
しかも午前中爆睡してるから午後通院で

これでほぼ１日が終わってしまうんですねー[:悲しい:]
でも[:病院:]の売店に売ってる美味しいﾊﾟﾝを目当てに
ｲｿｲｿと行ってきますよーん[:ぴかぴか:]

なんか社会人になって思ったこと。

まひるは最悪なことにﾊﾞｲﾄの延長みたいな気持ちでいました。

そのことはすごく反省しました[:ポロリ:]
もっとﾌﾟﾛ意識を持ってやらなければならないということ。

自分では持っていたつもりだったけど

８時間こなせれば自分の仕事は終わりだみたいな

考え、甘えがどこかにありました。

でも自分の出てる８時間は責任持ってやらなければ

ならないなって思ったし、

後に引き継ぐ人にもちゃんと引き継いで

仕事を円滑に行わなければならないということ。

エイトのみんなだって若い頃から

ﾌﾟﾛ意識持ってやってたんだなぁって思ったら

すごく恥ずかしくなりました。

だから今はすごくﾂﾗｲかもしれない。

だけど自分の限界まで頑張ってみることも大切だなって思った。

さすがに散々お説教されてる店長に

土曜日の仕事ﾌﾞｯﾁされた時は



お前は何様だよー!!!!!ってｷﾚましたけど。
結局謝りもなく言い訳もなく通常業務ですわ。

なにそれ。

仕事なめてるのか???ってそっくりそのまま
お言葉返ししますよ。

まひるは今までﾊﾞｲﾄ、仕事をﾌﾞｯﾁしたことは１度もないですよ。

人として常識でしょ???
ｱﾎかぼけぇ。

１月、２月ってｦﾀ活のためにじゃなくて

自分のためにお金使いたいなって思ってるんだけど

滝沢演舞城が４月以降に控えてるでしょ???
だからもし大倉忠義さんが出るとしたら

ﾁｹ発売も１月とか２月ぐらいでしょ???
結局ｦﾀ活に休みはないのか???

ｼﾞｰｻﾞｽ!!!!!!
ﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞもどうなるかわからないし。
出なくていいのに。

ｼﾞｰｻﾞｽ!!!!!

あ。それより「木更津」と「ﾃﾞｽﾉｰﾄ」を観に行きたいんだけど

滝つのｱﾙﾊﾞﾑも買いたいし、漫喫にも行きたいし、

そんな自分の煩悩をすべてかなえていたら

お金がいくらあっても足りない。（ﾁｰﾝ

ｵｶﾝがﾃﾞｽﾉにﾊﾏってたからｵｶﾝと一緒に行こうかなぁ。

ｵｶﾝと映画なんて子供の頃のドラえもん以来ですかねぇ。

ちなみにまひるは一人で映画とか全然見にいける人です。

映画館のｲｽに膝抱えて座ってみるのがお気に入りなんです。

うー。友達少ないとか言わない[:パー:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださいねーん[:揺れるハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.11.21 Tue 忠義のために自分のために。

４時間しか寝ていません。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

[:病院:]行ってきたってば!!!!!
ﾎﾝﾄは昼まで寝て午後から[:病院:]行こうと思ってたんだけど
ﾅｲｽﾀｲﾐﾝｸﾞで目が覚めたので午前中に[:病院:]へ。
で、郵便局に行って用事済ませて

滝つのｱﾙﾊﾞﾑ買ってｵﾘｽﾀ買って帰ってきた。

で、今滝つのｱﾙﾊﾞﾑ聴きながら[:パソコン:]やってます。
断然滝派のまひるです。

でも歌とﾀﾞﾝｽはつばちゃんが好きかも。

ｵﾘｽﾀ買って帰ってきて着替えてたら

本屋から留守電入っててKansai Walkerが入荷したって
入っててなんだよ２度手間じゃーん[:パンチ:]
とちょっとﾌﾟﾁｷﾚしたことは当然[:パー:]

つーかつーか東方神起のCD検索したら
たくさん出てきてどれ買おうーってもっそい迷って

でも輸入盤だと訳詞の歌詞ｶｰﾄﾞついてないよなぁと思って

国内盤を買おうと思ったんだけど

迷ったから来年発売のｼﾝｸﾞﾙ（？）DVD付きを予約した[:揺れるハート:]
ちょっと今本気で韓国語勉強しようと思ってるんですが[:パー:]
でも何から手をつけていいのかわからなくて

やっぱり韓国語勉強の本を買うことから

始めるのが１番かなぁって[:ぴかぴか:]
がむばるよ。

ﾋﾁｮﾙとHEROのために[:揺れるハート:]
ﾑﾌ[:ハート大小:]
（↑完璧洗脳されてる人。

あ。そういや、ﾃｺﾞﾏｽのｽｳｪｰﾃﾞﾝﾃﾞﾋﾞｭｰおめでとう[:揺れるハート:]



ってこれはめでたいのか???
意味がわからん[:悲しい:]
とりあえず１２月２０日かな???
国内でも発売するみたいだけど。

TUBEで観れるみたいだから見てから
買うかどうか考えますわ。

つーか買うんか???
そんなにﾃｺﾞﾏｽ好きでもないのになぁ。(苦笑
ｼｹﾞたんなら確実買います[:パー:]

そうそう、先週、聞くｼﾞｬﾆが聴けなかったの[:悲しい:]
韓国語か中国語の放送が邪魔してて全然聴けないの[:悲しい:]
今週ももしそうだったら凹むなぁ[:ポロリ:]
ABCﾗｼﾞｵの方はちゃんと聴けたんだけど。
みなさんﾎﾟｰﾄ開いてますか???
確実にﾎﾟｰﾄは開いてくださいね。

なんか最近日付の感覚なくて

丸ちゃんの誕生日忘れそうでﾔﾊﾞｽです[:悲しい:]
しかも仕事だしなぁ[:悲しい:]
結局いつも仕事してる大倉担まひるです[:悲しい:]
あ。そういえばﾚｺﾒﾝの亮ちゃんの誕生日になったから

電話をヨコヒナでかけようってことになって

かけるはずだったんだけど

ﾀﾞﾒだったんだよね。

亮ちゃんは何やってたんだ???
って気になってたんだけど

ﾐｭｰﾊﾟﾗで暴露ってた。

なんか東京の[:家:]に[:車:]持ってきてたから
大阪に[:車:]に乗って帰ろうと思って
友達呼んで２人で東京から大阪まで車の旅を

やってたらしい。

それで誕生日迎えた辺は浜名湖辺りに居たということを暴露。

なんか納得[:ぴかぴか:]



うん。話変わるんだけど

大倉忠義さんのことは好きだけど依存したくないんだよね。

自分のすべてが忠義になりたくないだけ。

だからｺﾝに行ったり舞台に行ったりするのも

大切なことだけどたまには他のことにお金を

使うことも必要だと思う。

観れなかったら観れなかったなりに

次に会えた時の嬉しさの反動は大きいし、

観れなかった間の成長とかも楽しみだし

それはお互いに必要なんじゃないかなぁって思う。

忠義とｷﾞﾌﾞｱﾝﾄﾞﾃｲｸの関係築けたらいいなってゆーのが

まひるの夢。

最近与えられてばっかりだから何か忠義にも

お礼出来るようなことが出来たらいいなって思う。

少しでも忠義にﾊﾟﾜｰ与えられたらいいなって思います。

がむばるね[:ぴかぴか:]
忠義のために自分のために頑張りたい[:ぴかぴか:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘﾖﾛｼｸお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明日やりますねーん[:揺れるハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.11.21 Tue ｷﾑﾋﾁｮﾙ。

本日３回目の登場

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

韓国のsuper juniorのﾌﾞﾛｸﾞ発見[:揺れるハート:]
ﾋﾁｮﾙのﾌﾟﾛﾌをﾔﾌｰの翻訳で訳したので

載せますねーん。

ﾏｼﾞ、ﾋﾁｮﾙわけわかんねー[:汗:]

1.ハングル名前/漢字名前: ｷﾑﾋﾁｮﾙ / 金希?

2.性別: 美男

3.生年月日: 4444年 7月 10日

4.電子メール・アドレス: よほど多い



5.家族関係: とても親しさ~

6.背/体重: 151mm / 4t(背の高かったら~)

7.性格: ス~〓 (〓 〓 )=b

8.私の理想型: 年下よりは年上が,年上よりはおない年,おない年よりは年下~

9.酒量/酒癖: 香りだけ嗅いでも.. あ~〓 / もっと静かになる

10.[崎/年上/年下]順位を決めたら?: 年下<年上<おない年<年下

11.好きな女芸能である: 良いと思っていながらも巻く

12.好きな男芸能である: Hide,Gackt.C,チョン・チャンウ,キム・テギュン

13.今着ている身なり: 部屋室部屋室寝巻き

14.好きな歌: いくらかかっても絶対あきれないa 'Au Revoir'

15.愛する人が私に裏切りをしたら?: 100倍で復讐(+_+)

16.成形しなくても良いとセングガックハヌンゴッ: ふふ.. これが質問か..?



17.理性を見る時制である先にボヌンゴッは?: 足船~

18.理性に気を引く自分ばかりのノーハウ: にらむ( 〓_〓)=b

19.楽しんで見る TV 番組: ウッチァッサ,ギャグコンサート

20.サグィオボゴシブは芸能人: 親しいヨンイェンもないのに武臣

21.透明人間になったら?: チェリコックモックウならモムセックカルチェリセックドエや?

22.世の中で一番大事なことは: 私

23.愛なの?友情なの?: サラングイラルゴッも.. ウゾングイラルゴッも..

24.一番みっともない男は?: 関心ない~ 私に被害さえ与えないd~

25.一番みっともない女は?: 郷愁においをひどく召還する女

26.血液型は: すべての女性たちの卓越な選択!!AB型~(〓〓 )=b

27.自分が一番格好よく見えるとかきれいに見える時: ゴウルボルテ

28.理性が一番魅力的に見える瞬間は?: おいしいこと買ってくれる時^-^



29.初キスは?: 枕と.. (*..)a

30.今好きな理性があるんですか?: ない

31.趣味/得意: 詩朗唱,童話書き取り / 夢の中で飛ぶ(本当にザルナンダ~)

32.今思い出す人: ユセユン~ いたずらをするのか?いたずらをする?

33.その人(セングガックナヌンサラム)に言いたいこと: お前くそカラーパワー~

34.気に入る理性を見つけた時: ボンチォックではないふりをする.. 自尊心が;;

35.ひと目に比べて見たことがあるんですか?: オブヌンデヨック~

36.一番長い間洗わない期間は何である?: シャワーあびることばかり 1時間が

　 かかるのに;; 頭もポドドックするまで巻く

37.携帯電話保存一番目は誰?: 1番(回)はなくて~ 2番(回)は家

38.一番受けたい贈り物?: デ−カ.. デ−カ!! 使い方も分からなさ~

39.一番与えたい贈り物?: 出すの.. 心..?フフッ~〓 まともに及んだな..

40.今一番羨ましいことは?: セルレックティスとグウィチングカリオン



41.今気持ちは 100%中 ( )% : 400%!!オオオッ~!!

42.結婚相手の年の差は上下で..最大?: その時その時違うよ~

43.歌腕前: よほど荒い声の持ち主

44.踊り腕前: 身にするのは本当に嫌いだ;; 踊り本当に踊る事ができないa

45.今の将来希望: 土星をガッゴシブオヨック~

46.オリンシゾルウィクム: 宇宙征服.. 誰も持っていた夢だった.. ふふ~

47.外泊経験: 数え切れない^

48.火ナッウルテの行動: 1次的に腹立つとダテリョブシンダ.. 本当本当

　 腹立てば児に分からない人のように対する^-^

49.ストレス解消法: じっといる.ところでストレス受けた時誰が

　 マルシキなら大悪当たりで変身する(‾∇‾)/

50.最後に言いたいこと: シャバングシャバングしたハルドエセム~♡

ﾋﾁｮﾙ、ｷﾞｻﾞｶｯｺﾖｽでしょ???[:揺れるハート:]



ﾌﾟﾛﾌの注目点はhideとGacktが好きってことね[:揺れるハート:]
映像でﾋﾁｮﾙのﾀﾞﾝｽ見たんだけど

めちゃくちゃｳﾏｽよ[:ぴかぴか:]
なんか最初は顔だけ見て惚れたんだけど

ﾀﾞﾝｽもうまいし、ｷｬﾗも面白いんだって[:パー:]
駄々ﾊﾏﾘですよ。（笑

ちなみにﾋﾁｮﾙはBOAがお気に入りらしい。（笑
とりあえず３回目の更新はﾋﾁｮﾙ限定で[:パー:]（笑
また後で更新しますねーん。

最後にsuper juniorとﾋﾁｮﾙの映像入れておきますねー。

super junior 「U」

Hee Chul Winter Sonata Theme Song

Kim Hee Chul Fanvid

ほなおつー。

http://www.youtube.com/watch?v=IeCn46qbYjE
http://www.youtube.com/watch?v=7qHXlbV7teQ
http://www.youtube.com/watch?v=-TKL9ZMSlmQ


2006.11.21 Tue 自分に自信を持つ。

本日４回目の登場。

暇人言わない[:パー:]
大倉担まひるですけどもー。

ま、下のｴﾝﾄﾘｰの通り

super juniorのｷﾑﾋﾁｮﾙくんと東方神起のHEROに
駄々ﾊﾏﾘです[:パー:]
下の写真はちょっと仁ちゃんっぽいんだけど

実際はもっとｶﾜﾕｽな感じ[:揺れるハート:]
髪も黒かったり金ﾊﾟだったりいろいろ。

やっすんみたく乙女な時もある。（笑

なんか前にまひるとﾀﾒって書いたんだけど

韓国って年齢の数え方違うんだよね???
だから生年月日で言ったらまひるとﾀﾒなんだけど

韓国年齢では２４歳みたいです[:ぴかぴか:]
明日、韓国雑誌と韓国語本買ってこよー。

さてさて話変わりまして今日全然眠くないんだよね[:ぴかぴか:]
３時間ぐらいしか寝てないのに

お昼寝抜きで普通に起きていられるのは

まひるにしては珍しい[:たらーっ:]
つーかｱﾊﾞﾗが痛いｻﾞﾏｽよ[:汗:]
あ。そうそう、それで滝つのｱﾙﾊﾞﾑね。

まひるが今のとこ好きなのは

「夏の風」と「Black Butterfly」と「Rainy Memories」
「夏の風」はｹﾂﾒｲｼの「さくら」みたいな感じの曲。

「Black Butterfly」はﾀｯｷｰのｿﾛ曲。
「Rainy Memories」はつばﾁｬﾝのｿﾛ曲。
基本的に「なんとかﾊﾞﾀﾌﾗｲ」とか「ﾊﾞﾀﾌﾗｲなんとか」って

いう曲好きかも。

ｷﾝｷもそうだし、KAT-TUNもそうだし、忠義ｿﾛもそうだし。
ちなみに「Mermaid」って曲もあってﾋﾟﾛｷと駄々かぶりである[:ポロリ:]
そうそう、今日ね、滝つのCD探した!!!!!



なんかお店入った時に限定1種が店頭に並んでて
えぇー!!!!
通常盤ないのーん???
って思ってﾗﾝｷﾝｸﾞのとこ見たら限定のもう1種があって
うそぉーん[:悲しい:]
やっかし売り切れー???
って思って最後の最後にﾀｯｷｰ＆翼の棚を見たら１枚だけ

ありました。

「通常盤ですけどよろしいですか???」って聞かれて
もちろんﾎﾞｰﾅｽﾄﾗｯｸ目当てだったから

「はい。」って答えてそそくさと帰ってきました。

ちなみにいつも行ってるお店とは違うお店で買ったんだけどね[:パー:]
もうｦﾀｸ［´Д`］ｴﾝｼﾞﾝ全壊ですがな!!!!!
あ。全開ね。（笑

なんかね、最近すごく思うんだけど自分の器がすっごい

小さいと思うんだよね。

たぶん自分に自信がない表れだと思うんだけど

友達が別の友達と仲良くしてるとｼﾞｪﾗってしまうのよ[:悲しい:]
もっと自分に自信持てるようになりたいです[:ぴかぴか:]
だから自分ももっともっといろんな人と仲良くなれたらいいなって

思う。

たくさんの人と仲良くして自分に自信が持てる人として

がむばりたいです。

もっともっと魅力的な女性になれるよう

がむばりたいです[:ぴかぴか:]
ねー。ﾎﾝﾄ器がちっちゃいでしょ???（笑
笑っちゃうよねー[:猫2:]（ﾁｷﾝ

そうそう、うちのｵﾄﾝ子供みたいなんだよね。（笑

なんかﾋﾟﾉのたくさん入ってるBOXあるでしょ???
あれに味が3種類あるんだけど
好きなやつがあってそれから最初に

食べちゃうんだよね。

で、残るのはﾋﾞﾀｰ味のやつ。



最近それに気づいた。

まひるも同じ順番で好きだから若干凹んだ。（笑

なんかしかも妙に親子だなぁって思ったし。(笑

今日もｽｶ☆Jでーす[:チョキ:]
大倉忠義さん、今日ﾛｹあるといいなぁ[:揺れるハート:]
なんかヨコの坊主頭が見れるのはｽｶ☆Jっぽいし。
いつになるかはわからないけど。

また恥ずかしがって帽子かぶられちゃうかもだけど[:ポロリ:]
でもMｽﾃのﾊｯﾄは似合ってたよね。
ﾃﾞﾍﾍ。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明日やれたらやりますねーん[:揺れるハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.11.22 Wed ★ｺﾒﾚｽ★

ｺﾒﾚｽが溜まってるのでやろうと思います。

ﾎﾝﾄお待たせしててｺﾞﾒﾝなさいね。

そしていつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

これからも励みになるのでｶﾞｼｶﾞｼどうぞ。

ｺﾒﾚｽ。

りあさん（＠すばる）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

みおり（＠健つん）

あすぴぃさん（＠忠義）

あき（＠忠義・すばる）

ひろこさん（＠忠義）

恵音さん（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）

KEIKOさん（＠忠義）
真冬（＠忠義）

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

唯さん（＠すばる）

なつみ（＠忠義）

陸さん（＠章大）

庵?さん（＠忠義）
なみさん（＠忠義）

紗羅さん

コトさん（＠忠義）

さくら（＠忠義） りあさん（＠すばる）
生意気な!!!!なんて絶対思ったりしないですよー。（笑
あんまり年齢というものを気にしないﾀｲﾌﾟなので

全然そんなことを思ったりもしないですね。（笑

なんかしょこたんはｷﾞｻﾞ苦手なようで。

でもTVで見る分にはしょこたん全然可愛いと
思うけど友達だとしたらついていけるかどうか。（笑



なんかヒナちゃん、散々しょこたんのｽｶｰﾄ捲らせておいて

顔のｱｯﾌﾟ撮ってたよね。（笑

ｽﾄｰｶｰの方はどうですか???
友達が一緒に学校行ってくれるようになって

何か変化はありましたか???
もうﾎﾝﾄｳｻﾞｲし怖いしで最悪ですよね。

J3KANSAI懐かしいですね。
あの仕事を最後に辞めてしまったんですよね。(涙
ｷﾞｻﾞ悲しｽです。

BiDaNはもうめっちゃ楽しみです[:揺れるハート:]
忠義ﾐﾗｺｰだと思ってますから。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

そ、そんな世の中知らないだらけとか

そんなことないよー。

まひるなんて何もしてないし。

しかも尊敬だなんて。もったいないお言葉。（笑

まひるもﾐｻﾝｶﾞのﾋﾟﾝｸは自分で作ろうと思います[:揺れるハート:]
あ。うんうん。まひるﾁｬﾝでいいよー。

いや、すばるはﾏｼﾞでしょこたんみたいなﾀｲﾌﾟは苦手でしょ???
なんか全然絡んでいってなかったもん。

忠義も全然喋ってなかったし。

まひるもしょこたんは可愛くて好きなんだけどね。

関風ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞ発売、近づいてきたねー。

なんかﾄﾞｷﾄﾞｷだよー。

ﾂｱｰももうすぐ始まるしね。

まだﾁｹｯﾄが取れてるのかどうかもわからないんだけど[:悲しい:]
Mｽﾃ良かったよね[:揺れるハート:]
今回は照史が居なかったので

関ｼﾞｭを見る余裕が全くなかったよー。（涙

「ｲｪｲｲｪｲ」の時の忠義が可愛すぎです[:揺れるハート:]
振り付け今回覚えられる自信がありません。（涙

みおり（＠健つん）

いやいや、まひるこそこうやってみおりと話せて



嬉しいよ。

えー???そうなのー???
まひるがきっかけでﾌﾞﾛｸﾞ始めたの???
なんか嬉しいなぁ。

ｷﾞｬｵﾏｶﾞｼﾞﾝ買った???
めっちゃ章大可愛いよね???
ｷﾘっとしたｽｰﾂなのになぜか可愛いってゆーね。

安田ﾐﾗｺｰですよ。

BiDaNはﾏｼﾞで嬉しいよね。
また忠義の誘惑にやられてしまうんだろうなぁ。

あ。そういや、まひるﾁｬﾝでいいよ。

結局、侯くんの坊主頭はﾐﾆｽﾃの時にﾁﾗ映りしただけで

全然見れてないやー。

重大発表って発表される前に普通にみんなヨコの

ﾄﾞﾗﾏのこと知ってたよね。（笑

凹んでるって大丈夫???
まひるでよければ話いつでも聞くんで[:パー:]
最近「東方神起」と「super junior」にﾊﾏってるよー。
ちなみに下のｴﾝﾄﾘｰにｽﾊﾟｼﾞｭﾆのﾋﾁｮﾙくんの

映像ﾘﾝｸ貼っておいたんで見てみてー。

めちゃｶﾜﾕｽだから[:揺れるハート:]
え???誰だろ???
健つんに似てるﾒﾝﾊﾞｰって誰だろ???
めちゃ気になるーぅ!!!!!!
今度ﾁｪｯｸしておきます。

演舞城はぜひ出てもらいたいなぁ。

あの舞台はﾎﾝﾄ良い!!!!!
生きてるとつらいこともたくさんあるけど

でも乗り越えられた時の達成感は大きなものがあると思うんだ。

だからお互い頑張ろうね。

あぁ。早く木更津を観に行かねば。

('◇')ゞラジャ。ﾊﾝｶﾁ持参で。

あすぴぃさん（＠忠義）

そうですか???（笑
やっぱみんな一生懸命ｺﾒﾝﾄくれるから



やっぱりちゃんと返さなくちゃって思うんだよね。

なんか忠義さんｼﾞﾑに通ってるようで[:パー:]
ﾊﾑ疑惑もなぞですなぁ。

おお。あすぴぃさんもﾏﾏの座を狙ってるんだね。

ｸﾞﾌ。ﾗｲﾊﾞﾙだね[:揺れるハート:]

あき（＠忠義・すばる）

ﾈﾄﾗｼﾞの件いつでもﾒｰﾙしてねーん。

なんかうち親戚と全く交流がないんだよね。(涙
親が親戚ともめちゃって。(涙
いいなぁ。KAT-TUN好きの従姉妹。
ｷﾞｬｵはﾏｼﾞ、やっすんﾔﾊﾞｲよね。

めたんこ可愛い[:揺れるハート:]
BiDaN楽しみだねー。
ﾚﾝｼﾞｬｰはﾎﾝﾄ久々に忠義っぽくてﾔﾊﾞかった。

あーゆう書き方できるの忠義だけだしね。

すばるの妻の座かぁ。

なんか幸せそうだよねー。

すばる、浮気とかしなさそうだし。

だーよーねー。

侯くんとﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙとFFの話で盛りあがってたぐらい???（笑
しょこたん可愛いけどﾎﾝﾄにｦﾀｸだよね。（笑

自身のすばるはむっちゃｶｯｺﾖｶｯﾀよねー[:揺れるハート:]
実は昨日は寝てないんだよね。

結局２日で３時間しか寝てないんだけど

あんまり眠くないんだよね。

ｻﾏｽﾍﾟ行く時もそんな感じだったから

特に心配もしてないんだけどね。（笑

ﾋﾟﾉの大きい箱のやつ美味しいよねー。

どうせ余り物処理班のまひるですから

余ったﾋﾞﾀｰを食べてますって。（笑

ひろこさん（＠忠義）

BiDaNめっちゃ楽しみですよねー[:揺れるハート:]
ﾚﾝｼﾞｬｰもすごく良かったし。



久々にたちょ節を見た気がする。（笑

ひろこさんも横Aは２８日なんですか???
しかも横A近いんですねー。
激しく裏山ｼｽです。

ｸﾞｯｽﾞも楽しみですね。

なんかｽﾄﾗｯﾌﾟがあると聞いたんですけどﾏｼﾞですかねぇ。

絶対欲しいー!!!!!
ﾎﾝﾄお互い良い結果だといいですね。

恵音さん（＠忠義）

ﾎﾝﾄ気持ち的にはお店にあるBiDaN買い占めたいですよね。（笑
はいはい。お気軽にﾒｰﾙください。

何か悩んでるようでしたらお話も聞きますし。

ぜしぜしﾒｰﾙください。

うん。ｴｲﾄも忠義大好きで大切だけど

依存したくないってゆーか。

今の自分に大切なもの必要なことをまずやるべきだと

まひるも思います。

それが自分の成長に繋がってそれがきっとｴｲﾄのためにも

なると信じたいです。

だからつらいこともあるかもしれないけど

それに負けずに頑張って欲しいなって思います。

まひるもまだまだ器が小さいなと思うこと

たくさんあるのでもっと自分に自信が持てるような

人間になりたいなって思います。

恵音さん、眠れましたか???
恵音さんがｺﾒﾝﾄくれた時間、まひるも起きていました。（笑

りりかさん（＠忠義）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

ｺﾒﾝﾄはほんともらえるだけで幸せだなぁって思えるから。

だから頑張ってｺﾒﾚｽするのが礼儀だしね。（笑

「KAISAI１週間」結局本屋に頼んでないんだよねー。（笑
まだどうしようか迷ってて。

私服は見たいけど毎週となるとやっかしお金が厳しいし。



立ち読み出来る関西の人が羨ましいよー。

ｷﾞｬｵﾏｶﾞｼﾞﾝのやっすん、ﾏｼﾞ可愛いよね。

あの表情で売り上げに貢献してると思うもん。（笑

うん。やっかし大倉忠義という人はあたし達にとっても

必要不可欠な人だよね。

自分のすべてではないけれど

自分という人を語るに当たって欠かせない人物だと思う。

裸の少年見た???
なんかやっぱりｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]
でも後半の方大食いの女子にあっけに取られてたよね。（笑

黒ｽｰﾂｶｯｺｲｲよね。

演舞城で着てた白ｽｰﾂも好きなんだけど。

すばるとやっすんはお互いのﾐｻﾝｶﾞ交換してたみたいで

微笑ましかったよね。

ﾎﾝﾄ好きって思えるだけで幸せだなぁって思うよね。

あ。そうだ。ﾃｺﾞﾘﾝと一緒に行ってた。

でもあれがﾐｽﾁﾙだったんだろうか???
すばるのこと誘えばよかったのにね。

そしたら距離がまたちょっと縮まったかもなのに。（笑

全然!!!!!でしゃばったとか全然。
むしろいつも的確にｺﾒﾝﾄくれるりりかさんに感謝しています。

うん。そう。

お金や時間をｴｲﾄだけに偏らずにいろんなことに

使っていきたい。

それで成長していってそれがまたｴｲﾄのためになることも

あると思うんだよね。

だからいい感じにﾊﾞﾗﾝｽとってやっていきたいなって

思うよね。

うん。ありがとう。

きっと力が必要な時はりりかさんに１番に

話聞いてもらってると思う。(笑
すごく頼りになるお姉さんです。

誰だっけ???
ヒナちゃんだっけ???
１人焼肉行く人。（笑



KEIKOさん（＠忠義）
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

お返事遅くなってｺﾞﾒﾝなさいです。

ﾈﾄﾗｼﾞの件了解しました。

後でﾒｰﾙさせていただきますね。

ﾎﾝﾄ大倉忠義という人には驚かされますよね。

そのぐらい魅力的な人だと思います。

大倉忠義という人に出会えたことが幸せだと思います。

真冬（＠忠義）

えぇー???精密検査って無事ですか???
なんか全然無事ではないような。

まひるも薬を飲んでるので時々いろいろ検査をすることは

あるんだけど麻酔かけて検査なんてそんな大きいことには

幸いなってなくて。

１日も早い真冬の元気な姿お祈りしてます。

まひるは１２月２８日の横Aを申し込んだので
当たればそれに行きます。

ｷﾞｬｵﾏｶﾞｼﾞﾝ買った???
めっちゃやっすんの表情が売り上げに貢献してると

思うのはまひるだけですか???（笑

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

あ。まひるもまひるﾁｬﾝでいいよー。（笑

そうなんだよねー。

働いてるとってゆーか生きてるとｲﾔなことも

たくさんあるけど忠義やｴｲﾄのために自分の出来ることをって

思うと頑張らなくちゃって思えるよね。

三重は最前だったのー???
しかもﾋﾟｯｸ隣の子に取られちゃったんだ???
それは凹む。

ゆりえﾁｬﾝ、足元率高いですなぁ。（笑

まひる、今度ゆりえﾁｬﾝの足元に住ませてもらいますわ。(笑
あ。もう名古屋って当落わかったんだっけ???



どうでした???
いえいえ長くても全然かまわないですよー。

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

まひるもﾌﾞﾛｸﾞお休みしてた時もﾒﾙﾁｪだけはしてたから

１週間もﾊﾟｿお休みしたことなんて

ここ数年ないかも。

まず仕事から帰ってきてﾊﾟｿの電源入れるもんね。（笑

BiDaN楽しみだねー[:揺れるハート:]
山形かぁ。寒そうー。

あ。山形行ったことあるよ。

結構前にｷﾝｷｺﾝで。

なんかよく覚えてないんだけど

どこかｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰみたいなとこでやったんだけど

中に自販がなくて夏だったからのどがからっからで

つらかったです。（涙

ﾏｼﾞでつか???
韓国語勉強してたのーん???
まひるたん、わけわかめなんですけど[:パー:]
あ。ﾃｺﾞﾏｽのﾐｿｽｰﾌﾟのPV見たよー。
これ買うのは微妙ーとか思ってみた。（失礼

ゆか（＠忠義）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

ﾊﾑでも可愛いですもんねー[:揺れるハート:]
あ。ｿﾛｺﾝ行くのーん???
娘さんと???
ゆかの地域のTSU○YAでは忠義が１番人気なんだねー。
まひるはﾀﾜﾚｺで全種類予約して

他では全然予約してないから他の店の状況

知らないんだけどね。

なんかたぶんいつも行ってるお店だと色選べない気がして。

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）



いやいや、全然しょーもないﾒｰﾙじゃなかったよ。

むしろ嬉しかったし。

うーん。貴族会、ちょっと横Aからだから大久保までは
かなり遠いんで今回はないかも。

やる時は一応お店の人に聞いてみるけどね。

未成年の人も入れるのか。

OKが出たら誘うんでぜひ参加してください。
BiDaN嬉しいよね!!!!!
しかもｿﾛで表紙だしねー。

ﾃﾝｿﾝ上がっちゃいますわ。

子豚ﾁｬﾝ（豚呼ばわりするな）一応ｼﾞﾑに通ってるのにね。

きっとすばちゃんにも負けずとｶｯｺｲｲこと間違いなしでしょ???（笑
あ。うんうん。ﾈﾄﾗｼﾞの件ﾒｰﾙOKだよー。

唯さん（＠すばる）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

いやいや、そんな緊張しなくても大丈夫ですよ。(笑
ﾈﾄﾗｼﾞ聴けるようになりましたか???
女性自身のすばるﾔﾊﾞかったですよねー。

あれはどﾂﾎﾞにﾊﾏりました。

あれの忠義ﾊﾞｰｼﾞｮﾝとか見てみたいなぁなんて思っちゃいました。（笑

すばるとどっくんの絡み可愛いですよね。

なんか付き合い長いはずなのに

あの初々しさがたまらないです。＞＜

はい。また遊びに来てください。

なつみ（＠忠義）

ﾃﾝﾌﾟﾚは前に作って使わなかったやつを

使ってるだけなのでもうすぐｸﾘｽﾏｽﾃﾝﾌﾟﾚに変更予定。

なんか結局ﾐﾆｽﾃでヨコが一瞬帽子取ったとこしか

見れなかったねー。

なんか衣装が新しくなっててたちょのお腹周りも

隠されてしまった。（涙

あ。ﾗｼﾞｵの件???
ﾗｼﾞｵならﾊﾟｿで聴くこと出来るよ。



希望ならやり方教えるんでﾒｰﾙください。

えぇー!!!!みずきはｷﾞﾀｰできるんだ???
じゃ、あたし達は落ちこぼれ組だね。（涙

でもｷﾞﾀｰを少しやってたおかげで（？）

ﾊﾟｿのｷｰﾎﾞｰﾄﾞ左手だけﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾀｯﾁできるんだよね。（笑

右手はほとんど人差し指と中指だけしか使ってないのに。(笑
HEROもﾋﾁｮﾙもｶｯｺﾖｽでしょ???
まひるも韓国のﾀﾚﾝﾄさんを好きになるなんて

思ってもなくて。

でもすっかりﾊﾏっております。

駄々ﾊﾏﾘでございます[:揺れるハート:]

陸さん（＠章大）

あ。ﾎﾟｰﾄは開けましたか???
先週の聞くｼﾞｬﾆが全然聴けなかったのがｼｮｯｸです。

なんか韓国か中国の放送が混じってしまって。

つなﾋﾞｨのHERO、ﾏｼﾞやまぴーに似てますよね。
ｽﾊﾟｼﾞｭﾆのﾋﾁｮﾙくんもｶｯｺｲｲですよ[:揺れるハート:]
駄々ﾊﾏﾘです[:ぴかぴか:]

庵?さん（＠忠義）
庵?さんも山梨に住んでるんですか???
エイトの山梨公演行きましたよ。

自分達で申し込んだやつは全滅してしまったんですけど

譲ってくれる人が見つかって

無事に行くことが出来ました。

いつかエイトｺﾝ行けるといいですね。

なみさん（＠忠義）

関風はﾏｼﾞｴｲﾄだからこそ歌える歌ですよね。

まひるもｴｲﾄﾒﾝ全員が好きですね。

以前は担当を贔屓目に見てたんですけど

最近はﾎﾝﾄ全員が好きで[:揺れるハート:]
あ。広島、無事にﾁｹ取れたんですか???



おめでとうございます。

まひるは横Aの２８日を申し込んでます。
早く当落がわかるといいんですけど。

紗羅さん

大阪ﾒﾛの時、たちょはﾃﾛｯﾃﾛの衣装着てましたからねー。（涙

おかげでﾊﾑ呼ばわりですよ。

衣装に裏地がついて嬉しいです[:ぴかぴか:]
ヨコのﾄﾞﾗﾏも決定してｹﾞｰﾑﾆｯｷ（ﾆﾉの連載）を読む

限りではどっちが年上かわからないような

ｶﾜｲｺちゃんぶりを発揮してますね。（笑

ﾎﾝﾄ、あとﾋﾟﾛｷが帰ってきたら何の問題もなくって

感じですよね。

コトさん（＠忠義）

初めましてでいいのかな???
ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

mixiではありがとうございます。
こちらの方でも仲良くしていただけたら嬉しいです。

Mｽﾃすごく生き生きとしてて良かったですよね。
やっぱりエイトが大好きなんだって思った日でした。

あ。全然長文でもかまわないですよ。

遠慮なくｶﾞｼｶﾞｼ書き込んでください。（笑

さくら（＠忠義）

もうﾎﾝﾄまさか自分が韓国のﾀﾚﾝﾄさんを好きに

なるなんて思ってなくて。ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

前からﾊﾟｸ·ﾖﾝﾊは好きだったけど[:パー:]
なのでｶﾃｺﾞﾘｰに韓国を追加してみました。（笑

今、ﾋﾁｮﾙが激しく好きですもん[:揺れるハート:]
関西ｳｫｰｶｰって結構良いとこついてくるから

毎回楽しみだよ。

今回のやつまだ買ってないんだけどね。（涙

ありがとう。



さくらの言葉が胸にｽﾞｼって響きました。

こうやって応援してくれる人がいるんだなって

だけで嬉しいですよ。



2006.11.22 Wed １ﾐｸﾛﾝの愛。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下にｺﾒﾚｽやったので見てねーん。

ﾃｺﾞﾏｽのPV見たよー[:ぴかぴか:]
なんかび、微妙???（失礼
うーん。買うかもっそい迷うわ。

でもたぶん[:お金:]ないから買わないような気がする[:悲しい:]
１２月はKAT-TUNとエイトのｼﾝｸﾞﾙでいっぱいいっぱいだよ[:悲しい:]
なんかしかもｷﾞｬｸﾞのようにしか思えないんですけど[:たらーっ:]
なんかずっと噂あったけど

絶対冗談だと思ってたもん[:パー:]

つーか昨日寝てないんですわ[:パー:]
なんかまたｻﾏｽﾍﾟの時と一緒で２日間で３時間ぐらいしか

寝てないってゆーね[:パー:]
明日はいよいよ自転車少年記だから昼前には

起きなくちゃね[:ぴかぴか:]
なんか爆睡しちゃいそうだけど[:悲しい:]
あ。そういや、６日にやっすんと忠義でｻﾙﾁﾞｴって聞いたんだけど

ﾏｼﾞですか???
何気にこの２人の絡み好き。

やっすんの片思いですけどね[:パー:]（笑
ｳｿです。ｳｿです。

忠義にもやっすんへの愛はありますって。

１ﾐｸﾛﾝほど。（ちっちぇ!!!!!

今日はさすがに眠くなってきたので

早く寝たいと思ってます[:眠たい:]
あ。下の方の「ｷﾑﾋﾁｮﾙ」のｴﾝﾄﾘｰにﾋﾁｮﾙの映像UPしてあるんで
見てけれー[:ラブラブ:]
特に冬ｿﾅのﾃｰﾏｿﾝｸﾞ歌ってるやつと



１番下のいろんな映像がMIXされてるやつね。
ﾏｼﾞﾋﾁｮﾙの可愛い部分が満載だから[:パー:][:揺れるハート:]
もうまひるは毎日見てるもん[:揺れるハート:]
なんかﾘｭｯｸしょってるやつとかどうゆうｼﾁｭｴｰｼｮﾝなんだよ!!!!
って一人で突っ込んでます。（笑

じゃ、眠いので短いけどほなおつー。

P.S.
今年も年賀状交換をおこないたいと思います。

まひると年賀状交換してもいいよって方は

お気軽にﾒｰﾙください。

まひるが住所知ってて交流ある方には

勝手に送りつけますけども[:パー:]（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.11.24 Fri ｱﾗｰﾑｾｯﾄ。ON。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は完璧ｸﾞﾛｯｷｰ[:悲しい:]
ﾎﾝﾄに昼も夜もなく爆睡[:眠たい:]
そんなわけですいませーん[:たらーっ:]
「自転車少年記」見てないです[:悲しい:]（ﾁｰﾝ
録画はしてあるので休みの日にでも

見ようと思ってる次第でございます[:悲しい:]
ﾎﾝﾄ昨日は「自転車少年記」も見てなければ

Webもﾁｪｯｸしてないし、ｺﾄｰも見てないし、
ﾚｺﾒﾝも聴いてないってゆーﾀﾞﾒﾀﾞﾒぶりを発揮[:悲しい:]
なので昨日まひるからﾒｰﾙが来た人は奇跡を見たと

思ってください[:ぴかぴか:]（笑
一応そうゆう時でも[:パソコン:]を立ち上げる自分は
秋葉ってるとｵﾓｰに１０００点[:悲しい:]

本気で丸ちゃんの誕生日を忘れそうに２０００点[:悲しい:]
もう決めた。

ｱﾗｰﾑをｾｯﾄしておこう。（笑

じゃなきゃ絶対丸ちゃんの誕生日ﾌﾞｯﾁする気がするもん[:ポロリ:]
普通にヒナちゃんの誕生日ﾌﾞｯﾁした人だし[:悲しい:]
忠義に逝ってよし　Σ(´Д｀lll)って言われちゃうがな。（ﾁｰﾝ
そんなﾒﾝﾊﾞｰ８人も居たら１人や２人忘れるって。（忘れねーよ

ｺﾞﾒﾝ。開き直った。（笑

別に丸ちゃんの誕生日を忘れるとゆーよりも

最近日付の感覚がないから

それでｽﾙｰしてしまいそうなだけね。（言い訳ﾊﾟｰﾄ２

よっしゃ。ｱﾗｰﾑｾｯﾄしたよ。

もう、丸ちゃん、ﾀﾒｿﾞｳなのにね。ﾀﾒｿﾞｳってどんなｿﾞｳ???
ま、そんなわけで急遽お腹痛くなったりしない限り

ﾌﾞﾛｸﾞ更新しますんで[:パー:]



そ、そ。とりあえず韓国語を勉強することにしたまひるたん。

韓国語がﾍﾞﾗﾍﾞﾗな方にｺﾂを聞いたところ

とりあえず書いて書いて文字に慣れることが大事なんだって。

そんなわけで東方神起のｱﾙﾊﾞﾑ買って

ひたすら詞も写すことから始めようとｵﾓｰ[:揺れるハート:]
なんか楽しくなってきたｿﾞｳ。

ﾋﾁｮﾙの大好きなBOAちゃんのｱﾙﾊﾞﾑを買っても良いかも。
（↑ﾋﾁｮﾙ贔屓目なあたくし

年賀状見て「だ、誰???」って思わないで[:パー:]
ﾏｼﾞ目標は喋れなくても訳せるようになる[:グッド:]だから。
とりあえず今日は自分のﾌﾞﾛｸﾞを韓国語に翻訳して

それをﾉｰﾄに写す。

そこから始めるでござるよ[:猫2:]
まひるたん、ﾏｼﾞでござるよ[:チョキ:]
なんか今日のあたくし輝いてません???（ません[:パー:]（ﾁｰﾝ
いつかはﾋﾁｮﾙにお手紙書くんでーい[:揺れるハート:]
なんか目標みたいなのが出来ると楽しいね[:揺れるハート:]
はいー[:揺れるハート:]
もちろん大倉忠義さんも好きです[:揺れるハート:]
つーかむしろ愛してます[:揺れるハート:]
まひるにとってﾋﾁｮﾙとHEROは憧れだなぁ。
完璧に[:パー:]
とゆーか趣味の世界とゆーか[:ぴかぴか:]
でもすっごい見てると言葉も通じないけど

癒されるとゆーか[:てれちゃう:]
楽しいよね[:楽しい:]
なんか楽しいことに言葉とか国境ってないんだなって

改めて思った。

だから海外在住でｼﾞｬﾆｰｽﾞ好きな人って

たくさんいるじゃない???
それと一緒なんだなぁって思った。

ほなおつー。



P.S.
今年も年賀状交換をやろうと思います。

まひると年賀状交換やってもいいよって方は

ﾌﾟﾛﾌのとこからお気軽にﾒｰﾙください。

まひるが住所など知ってて交流ある方には

勝手に送りつけますけど[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.11.25 Sat 努力は報われる。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、店長に最近すごく頑張ってるよね。

これからもこの調子でなって褒められたので

どうやらｸﾋﾞにならずに済みそうです。

油断は出来ないけどなんか自分の壁を乗り越えた感じ。

なんかちょっと気持ちにも余裕が出てきたし[:嬉しい:]
頑張って良かったなって思った。

１人、ｸﾋﾞになる子は決まってるらしくて。

その子は前からみんながｸﾋﾞにしたいって言ってって

それでｸﾋﾞらしいんだけど[:たらーっ:]
怖い世の中だなぁって[:悲しい:]
なんかずっと店長のことﾋﾞﾋﾞってたんだけど

今日やっと普通に話せるようになって[:ぴかぴか:]
ちょっと達成感みたいなのも出来て

嬉しかった[:楽しい:]
頑張ったら報われるんだなぁって思った。

なんかぶっちゃけ何度も諦めようと思ったのね。

接客むいてないんじゃないかって思って[:ポロリ:]
でも頑張った。

毎日鬱になりながら仕事行って

無理やりﾃﾝｼｮﾝ上げたりして[:汗:]
でも今日店長に褒められてすごく嬉しかった[:てれちゃう:]
諦めないで良かったって思った。

なので初心を忘れるなってことですよ[:パー:]

あ。昨日なんかね、[:パソコン:]の言語ﾊﾞｰの設定が
ｴﾗｰが出てしまってﾊﾝｸﾞﾙ文字を打てるように

設定しようと思ったのに

出来なくてｻｰﾋﾞｽﾊﾟｯｸ２のｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙして

なんとか自力で回復[:ぴかぴか:]
なんだかんだと自分で解決してしまう部分は



伊達に秋葉ってないな[:パー:]って思った。（笑
ADSLの設定も兄ちゃんに絶対自分じゃﾑﾘだよって
言われたから意地になって自分でやったし[:ぴかぴか:]
なので基本的には[:パソコン:]関係は自分で
なんとかする主義。

ちなみに弟が全く何も出来ない人なので

[:家:]の会社の[:パソコン:]はまひるが全部やってまふ。
それでﾊﾝｸﾞﾙ文字の入力が出来るようになったので

頑張って勉強しなくちゃなぁ[:猫2:]って思った。
ちなみに今やってるのはｽﾊﾟｼﾞｭﾆの歌詞が載ってるｻｲﾄがあるので

それ見ながらひたすら歌詞を写してる。

それで文字に慣れてきたら単語を覚えるといいらしい[:楽しい:]
なので早く単語を覚えるまでになりたいなって

今日もこれが終わったら歌詞を写す作業に入ります。

なんか楽しくてしゃーないもん[:揺れるハート:]
つーか１月に埼玉にｽﾊﾟｼﾞｭﾆが来るのよー!!!!!
めちゃくちゃ行きたいんだけど

今回は諦めて次回何かあったら行きたいなって[:揺れるハート:]
絶対生ﾋﾁｮﾙを拝みたい。

いつか韓国にも行ってみたい。

そのために韓国語勉強頑張らないとね[:チョキ:]
家の会社に韓国の俳優さん好きなｵﾊﾞﾁｬﾝがいるから

韓国語勉強して自慢してやるんだ[:パー:]
楽しみだなぁ[:揺れるハート:]

あ。今日は聞くｼﾞｬﾆ聞けそうです[:揺れるハート:]
相変わらず雑音ひどいけど[:悲しい:]

ｷﾀ━━━━ヽ(ﾟ∀ﾟ )ﾉ━━━━!!!!
今日の聞くｼﾞｬﾆは忠義とﾋﾅたん[:揺れるハート:]
つーか聞くｼﾞｬﾆが聴けるようになって

忠義って初めてかもー[:揺れるハート:][:揺れるハート:][:揺れるハート:]
なんか忠義の癒し系のしゃべりがすごくいい!!!!!
なんかすごくほっとする[:揺れるハート:]
今日はなんかすごくいい日です[:ぴかぴか:]



今日は全然面白みのない内容ですけど

まひるにとったらすごくいい日でした。

ほなおつー。

P.S.
今年も年賀状交換をしたいと思います。

まひると年賀状交換してもいいよって方は

お気軽にﾒｰﾙください[:揺れるハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.11.26 Sun 23th!!!!丸ちゃん。

HAPPY BIRTHDAY!!!!!
RYUHEI MARUYAMA
23th!!!!!!

丸ちゃん、２３歳おめでとう!!!!!
丸ちゃんに励まされることたくさんあります。

ﾚﾝｼﾞｬｰの追伸はすごく考えさせられるし、

勉強になります。

丸ちゃんとはﾀﾒなので心許せる部分が

たくさんあってすごくほっこりします。

これからも温かい丸ちゃんでいてください。

２３歳という年が丸ちゃんにとって良い年に

なりますように。

ますますの飛躍をお祈り申し上げます。

関ｼﾞｬﾆ∞　大倉忠義担当＊福原まひる

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.11.26 Sun 自担甘甘ですけど何か???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

まずね、今日はﾋﾁｮﾙから[:パー:]
金髪のﾋﾁｮﾙもｶｯｺﾖｸね???
なんかその時その時で全然顔が違うんだよねー。

Hee Chul Dancing
↑見てね[:揺れるハート:]

黒い服着てBOAﾁｬﾝの曲をﾊﾘｷﾘ隊で踊ってるのが
ﾋﾁｮﾙです[:揺れるハート:]
ｷﾞｻﾞｶｯｺﾖｽ[:揺れるハート:]
この映像もﾏｼﾞ駄々ﾊﾏﾘなんだよねー[:ぴかぴか:]
ちなみにBOAﾁｬﾝの曲をﾊﾘｷﾘ隊で踊ってるｼｰﾝがこれ以外にも
まひるの知ってる限り２つあるのね。

どんだけBOAﾁｬﾝ好きなんだよ[:パー:]って話ですわ[:パー:]
他にも載せたい文章とかたくさんあるんだけど

とりあえず人のﾌﾞﾛｸﾞで読んだものじゃなくて

自分で訳せるようになってから

ﾋﾁｮﾙの文章訳したいものがあるので

http://www.youtube.com/watch?v=MI35z2rX5Qg


それはしばしお待ちを[:パー:]
ﾋﾁｮﾙが夏に交通事故にあってその時のことを

書いたものなんだけど

いつもおちゃらけてるﾋﾁｮﾙだけど

家族にはすっごい丁寧な言葉使ってるし、

家族や周りの人への気遣いにすごく感動した文章なので

ぜひ自分で訳したいのです[:ぴかぴか:]

さてさて話は変わって昨日の関ｼﾞｭのﾗｼﾞｵね。

先週に続いてｹﾞｽﾄは照史と大智。

もう照史ってだけでﾃﾝｼｮﾝMAX!!!!!!
で、ヒナちゃんが司会進行役なので

ヒナちゃんのｿﾛｺﾝの話に。

ヒナちゃんが２時間踊り倒すか２時間喋り倒すかって

言っててﾏｼﾞ爆笑。

どっちも見たい!!!!!
もちろん喋り倒すは却下済み。

そ、そ、なぜかよくわからないんだけど

まひるの中で３馬鹿は踊りは苦手ってｲﾒｰｼﾞがついてて

その踊り倒すかの話で思い出した。

ヒナちゃん、めちゃめちゃ踊れる人だった[:揺れるハート:]
いかにまひるが踊ってる時のヒナちゃんを見てないか。（笑

ﾎﾝﾄ村上ｻﾏｰは村ネ申ｻﾏｰなのにね[:ぴかぴか:]
ﾎﾝﾄ自分で自分にｶﾞｯｶﾘしてみた[:悲しい:]
ヒナちゃん、ｺﾞﾒﾝなさい[:悲しい:]
ヒナちゃんのﾀﾞﾝｽはｶｯｺｲｲって!!!!!
まひるの頭の中の映像に残ってないだけで[:パー:]（最悪だ
だって忠義見るのに必死で[:パー:][:パー:][:パー:]
どんだけ必死なんだ???(笑
ｲﾒｰｼﾞって怖いなぁ[:たらーっ:]
まひるの中でヒナちゃんのｲﾒｰｼﾞ。

ひたすら喋る。突っ込む。暴れる。

（↑どんなｲﾒｰｼﾞだ。

あ。昨日、昔のﾄﾞﾘﾎﾞの忠義の写真見てたら



顔ちっちぇ!!!!!
最近はそれでもだいぶ取れたけど

ほっぺに餌袋ついてたでしょ???
前は無かった。（ﾏｼﾞでか???
でも基本的に忠義って小顔ﾁｬﾝだよね。

その身長で小顔ﾁｬﾝかよ!!!!!
だからﾓﾃﾞﾙ立ちが似合うのである。

もうひたすらｷｬﾋﾞﾈ判の写真見まくったけど

滝沢演舞城の時の白ｽｰﾂの写真が１番萌える[:揺れるハート:]
やっかし忠義、ｽｰﾂ似合うよなぁ[:揺れるハート:]
あとね、ﾔｼﾞﾙｼの衣装（黄色と青のやつ）の

Venus踊ってる時、腰がINしててｷﾞｻﾞ男前!!!!![:揺れるハート:][:揺れるハート:][:揺れるハート:]
さすがｾｸｼｰ担当は違うなと[:パー:]
あ。でもまひる、ヒナちゃんも結構ｾｸｼｰ担当だと

思うんだけど。（黙ってれば[:パー:]
喋るとｵｯﾁｬﾝみたくなるからね[:たらーっ:]
でもそのヒナちゃんの喋りに癒されちゃったりするんだよなぁ。

不思議と。

なんかヒナちゃんの人柄が伝わってくるってゆーか。

でも１番忠義の喋りにﾂﾎﾞるんだけどね[:揺れるハート:]

自担甘甘ですけど何か???

じゃ、今から韓国語のお勉強始めるんで

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516




2006.11.27 Mon ﾈﾀなし。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日はｸﾀｸﾀでござるよ[:悲しい:]
やっぱり１２月が近いとあわただしいね[:たらーっ:]
しかもさ、他の人なんてﾊﾞｯｸﾙｰﾑで店長と床に座って

しゃべっててまひる１人で仕事してるの。

そうゆう店長のだらしないとこ大嫌い[:むかっ:]
けじめがないってゆーか。

しかも今日に始まったことじゃないし[:パンチ:]
ﾚｼﾞ並んでるのにﾊﾞｯｸﾙｰﾑから笑い声とか聞こえて

すっごい不愉快。

絶対お客さんも気づいてるはず。

今日ね、部屋の灯油がないのですよ[:悲しい:]
だから早めに寝ないと寒くなるから[:パー:]
なんか暖冬とか言うけど寒いよね???
まぁ、もうすぐ１２月だしね[:パー:]
なんかﾎﾝﾄ１年って早いよね。

去年も年賀状の準備ﾊﾞﾀﾊﾞﾀとしてたもん[:たらーっ:]
あれからもう１年ですわ[:パー:]
うー。年取りたくないよぅ。

ｵﾊﾞﾊﾞになりたくないよぅ。

何気に来年年女のあたくし[:パー:]

あ。今日、夢見た。

昔、一緒にAIRのﾗｲﾌﾞ行ってた先輩（♂）が
AIRのｺﾋﾟｰを路上でやるって夢。
結構盛り上がって楽しかったよ[:ぴかぴか:]
なんか最近はｴｲﾄでいっぱいいっぱいで

いろんな人のﾗｲﾌﾞとか舞台とか観に行く余裕がなくて

やっぱりそうゆう時間って必要だなぁって思う。



自分の枠を広げるためにも。

いろんな音楽はなるべく聴くようにしてるんだけどね[:わーい:]
映画もたくさん見たいなぁ[:揺れるハート:]
なかなかDVDも時間がなくて見れないんだけど
明日TSUTAYA行ってこよー[:揺れるハート:]
気になるDVDがあるんだよね[:ぴかぴか:]
発売してるかどうかもわからないんだけど

あったらぜひ見たいなぁってやつ。

なので明日は朝一でTSUTAYA行きです[:GO!:]
あ。韓国語の勉強も頑張らなくちゃねー。

ｽﾊﾟｼﾞｭﾆのCD取り寄せ頼んだから
今週中にはｹﾞｯﾄ出来そう[:揺れるハート:]
写真集も欲しいんだけど１冊６０００円ぐらいするやつとか

あってそうすぐには買えそうにないです[:悲しい:]
欲しい!!!!＞M＜欲しい!!!!＞M＜

今日は短いけどほなおつー。



2006.12.01 Fri 毒されてますけど何か???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、美容院に行ってきますた[:GO!:]
一応伸ばしているので

縮毛矯正と毛先をｶｯﾄぐらい???（笑
でも前回行ったﾍﾀｸｿの美容院のおかげで

毛先がはねるのを直すのに

結構切られた[:悲しい:]
ちっくそーなのでございます[:悲しい:]

で、ﾌﾞﾛｸﾞちょびりとお休みしてる間に

何してたかと言うとｽﾊﾟｼﾞｭﾆのDVDとかCDとかを
ﾔ○ｵｸで落札したりしてまして。（笑

しかもたぶん非公式のものだと思うんだけど

ﾋﾁｮﾙの写真集とかも落札したりしてまして[:揺れるハート:]
ｳﾊｳﾊなのでございます[:ラブラブ:]
あと注文したｽﾊﾟｼﾞｭﾆのCDも日曜日には届くようで[:揺れるハート:]
そんな感じでﾋﾁｮﾙに駄々はまりな大倉担まひるです[:たらーっ:]
病ですけど何か???[:パー:]
しかも今日、HMVからﾒｰﾙきててｽﾊﾟｼﾞｭﾆの新譜が出るというので
予約したった[:揺れるハート:]
完璧毒されてますけど何か???[:パー:]

そんな間に大倉忠義さんが髪を切ったとのお話を

聞きまして[:揺れるハート:]
あーた[:パー:]
ﾋﾁｮﾙの巻髪見てｼﾝﾃﾞﾚﾗだぁ〜とか言ってる場合じゃなくてよ[:パー:]
本命さんが髪型変えてるっつーのに[:パー:]
早く忠義の新しい髪形見たいー[:揺れるハート:]
でも基本的には長めの髪が好き[:揺れるハート:]
だってもっそいｾｸｼｰで男前なんだもん[:ハート大小:]



短いと可愛いよね。

それはそれでﾄﾞﾁﾄﾞﾁなんですけど[:パー:]
そういや、ヨコの坊主ねー[:猫2:]（笑
なんか来週のｽｶ☆Jとかまたヨコ、帽子かぶってたし。
よっぽど抵抗あるんだなぁって思ってみた。（笑

全然おかしくないんだけどなぁ。

なんか可愛い感じが照れくさいんだろうな[:揺れるハート:]
そんな横山裕がｷﾞｻﾞｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]
なんかヨコの坊主とかあり得る話なんだけど

大倉忠義さんの坊主とかほぼ１００％なしに近いです[:パー:]
とか言っててやったらやったでｶｯｺｲｲんでしょうけど[:揺れるハート:]（笑
でも本人的にあり得なさそう。（笑

なんかね、いつものことなんだけど

数年に１回の割合でｼﾞｬﾆ以外の何かに毒される時期があって。

数年前がゆずと１９で。

で、今がsuper juniorと東方神起ね。
で、結局しばらくわちゃわちゃ騒いでて

ちょっと経つとｼﾞｬﾆに戻ってくるってﾊﾟﾀｰﾝ。

なのでしばらくはﾋﾁｮﾙとかHEROの名前とか出てくると
思うけどたぶんしばらくすると普通に戻るんで[:パー:]
でもその毒された方も落ち着くだけで

持続はするんだよね。

相変わらずゆずとかｹｲｺﾞとか好きだし[:揺れるハート:]
ﾎﾝﾄの趣味に変わってしまうだけなんだよね。

そうやって好きなものがたくさん増えていくんだけど。

ただの多趣味な女子なだけなんだよね[:たらーっ:]

あ。そうそう、昨日、高校の時の夢見て。

なんか黒板にびっしり英語の問題が書かれていて

日本語を英語に訳していくってゆー問題で

指された人がどんどん答えていくってゆー

今まで経験したことのない形式で。

それでみんなどんどん答えてくのね。

で、まひるだけ全然埋められなくて



１人残されてさらし者にあうってゆー夢で

しんどかった[:モゴモゴ:]
しかも今、韓国語勉強してるから

韓国語で書いたりしてて。（笑

やっかし毒されてる[:びっくり:]
でもﾎﾝﾄ英語は苦手[:たらーっ:]
日本語もままならないくせに。（笑

あ。あとこの間の休みに[:パソコン:]のﾘｶﾊﾞﾘやったのね。
それで消えちゃった[:メール:]とかいくつかあって[:汗:]
なので年賀状とﾈﾄﾗｼﾞの件でﾒｰﾙしてくれた人で

まだ返事が来てないって人はもう１度[:メール:]ください。
ﾎﾝﾄにお手数かけちゃうけどｺﾞﾒﾝなさい[:ポロリ:]
年賀状はまだまだ募集中です。

まひると年賀状交換してもOKだよって方は
どしどし[:メール:]ください。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.12.02 Sat 幸せな人生。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日もまずﾋﾁｮﾙの画像から。

これもっそい侯くんに似てない???
なんかもうね、ﾋﾁｮﾙ見てるとすごい癒されるんだなぁ[:揺れるハート:]
そうそうﾋﾁｮﾙってすごく不思議ﾁｬﾝｷｬﾗらしく

韓国の人曰く四次元の人なんだって[:パー:]（ｳｹﾙ
出た。出た。

まひるの不思議ﾁｬﾝｷｬﾗ好きが出たよー!!!!!
なんかこうゆうとこまで世界共通なあたくしって[:パー:]
ﾏｼﾞｳｹﾙ。

そうそう言ってなかったかもだけど

まひるたん、横ｱﾘは２８日が当たりました[:揺れるハート:]
なので１ヶ月もしない間に

忠義に会えるわけで[:揺れるハート:]
まじNEWﾍｱｰが可愛かったら頭ｸﾞﾘｸﾞﾘしてやろうかと
思ってます[:パー:]（ぇ



つーかまひるがｸﾞﾘｸﾞﾘされたす[:パー:]

ﾏｼﾞでぇー!!!!!
しかも切実。（笑

あ。そういえばﾗｼﾞｵの観覧の応募あったじゃん???
あれうっかり応募するの忘れたの[:悲しい:]
なんか全員出るかわからないしと思って

油断してました[:悲しい:]
あぁ。行きてぇー!!!!!
FM FUJIの翔ちゃまのﾗｼﾞｵの観覧見に行って
結構楽しかったからｴｲﾄだったらもっともっと

楽しいかなぁって思って[:揺れるハート:]

あぁ。聞くｼﾞｬﾆですばるがoasisをお勧めしてます[:揺れるハート:]
まひるもoasisのｱﾙﾊﾞﾑは全部持ってるぐらい好きで[:ぴかぴか:]
今日もさっきまで聴いてたからもっそいﾘｱﾙﾀｲﾑだなぁって[:揺れるハート:]
oasisのｺﾋﾟｰとかもやったしね[:チョキ:]
Wonderwallとかもっそい好きだし[:揺れるハート:]

明日朝早いんで短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.12.03 Sun ARE YOU HAPPY???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日もｶﾞｯﾂﾘｶﾑ!!!!（意味ﾌﾟ
ｽﾊﾟｼﾞｭﾆ（韓国では発音が違う）のCD何枚かｹﾞｯﾄ[:グッド:]
残りはまた次回なんですけど[:パー:]
あー。K-POPって感じ[:パー:]
なんかもっとﾀﾞﾝｽ系なのかと思ってた。

で、初めて他ﾒﾝの顔をｱｯﾌﾟで見たんだけど

ﾏｼﾞでみんなｶｯｺﾖｽ[:揺れるハート:]
なんかまだみんな若いんだよね。

ﾋﾁｮﾙが結構年齢上の部類に入るらしいから[:パー:]
あー。また今日も韓国ﾄｰｸから入りましたけども[:パー:]（笑

そうそう、まだBiDaNを買ってないんだよね[:悲しい:]
発売日に本屋ｳﾛﾁｮﾛしてたくせに買うの忘れてて

帰ってきてWeb見て思い出してとりあえず３冊お取り置き頼んだ[:揺れるハート:]
はい。どんだけ好きなんですかｵｰﾗ全開ですけども[:パー:]
とりあえず明日仕事行く前にﾋﾁｮﾙの写真集のﾔ○ｵｸの

お金振り込むからその時買いに行こうと

思ってて[:揺れるハート:]
しかもまだね、どこのﾌﾞﾛｸﾞさんにも遊びに行ってないから

BiDaNの感想とか読んでないんだよね[:悲しい:]
なので明日じっくりｶﾞﾝ見しようと思います[:揺れるハート:]
楽しみー[:揺れるハート:]
ﾄﾞﾁﾄﾞﾁﾜｸﾜｸなのだ[:揺れるハート:]
なのでみんなまひるが買うまでその話はｵﾌﾚｺでね[:てれちゃう:]
BiDaN買ってから語ろうぜー[:チョキ:]

なんかもうﾂｱｰ始まってるんだよねー[:ぴかぴか:]
昨日とか今日とか爆裂に盛り上がってたんだろうな[:揺れるハート:]
いいな[:揺れるハート:]いいな[:揺れるハート:]



早くｸﾞｯｽﾞも見たいし[:ぴかぴか:]
何が楽しみかってやっかしﾚﾝｼﾞｬｰｽﾄﾗｯﾌﾟですけども[:パー:]
さてまひるはｽﾄﾗｯﾌﾟを使うのでしょうか。（笑

２つ買って１つは保存用にしたいなぁ[:てれちゃう:]
あとﾏｼﾞｶﾙﾊﾞﾝﾄﾞ新しいやつなんだね。

しかも空って[:パー:]あーた[:パー:]（笑
絶対買うー。

ｺﾝ以外で使う時ないけど買うー[:チョキ:]
ｸﾞｯｽﾞ代も爆裂ですなぁ[:悲しい:]
もう早く年末にならないかなぁ。

来年のｴｲﾄの予定も知りたいし[:ぴかぴか:]
ﾄﾞﾘﾎﾞは出ないんじゃないかって言われてるけど

もし出たとしたらたぶん今回は行かないかも[:悲しい:]
だったら滝沢演舞城、たくさん行きたいし。

ﾏｰｼﾞ滝沢演舞城の忠義のｶｯｺﾖｽなこと!!!!!
あれはﾏｼﾞ惚れ直した[:揺れるハート:]
お芝居の面でもすごく良かったし、

ｱﾄﾞﾘﾌﾞ部分とかもすごく良かったし、

毎回毎回の忠義の成長が身近に感じられたし、

ﾎﾝﾄにあれは忠義にとって大きな収穫のあった舞台だと

思う。

ﾄﾞﾘﾎﾞはどっちかというとKAT-TUNﾒｲﾝっぽいし
控えるならここかな???って感じ。
ぶっちゃけ見飽orz···。ｱｰｳｰ。
あぁ、でもｼｮｰﾀｲﾑが見たいから１回ぐらいは見たいような。（ｱﾊﾊ

でもたぶんﾄﾞﾘﾎﾞは出ないよね???ね???ね???（しつこい

あ。そだ。昨日の関ｼﾞｭのﾗｼﾞｵのｹﾞｽﾄが室弟だけで。

いつも２人なのに。

なんか最近室兄が家と違う駅でよく目撃されるって

ﾈｯﾄに載っててその理由がやっとわかった[:ひらめき:]
室兄弟のおばあちゃんの飼ってる犬の体調が悪くて

それで龍規が面倒みにおばあちゃんちに通ってたんだけど

往復がめんどっちいから龍規がおばあちゃんちに今住んでるんだって[:パー:]
龍規優しいなぁ[:揺れるハート:]
ちなみにまひるたん、龍規大好きっこですから[:パー:]



ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

P.S.
今年も年賀状交換やってます。

まひると年賀状交換してもいいよって方は

[:メール:]どしどしください。
なんか[:ケータイ:]のｻﾌﾞｱﾄﾞが調子悪いようなので
出来たら[:パソコン:]に[:メール:]ください。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.12.04 Mon SEXYｵｻﾚ番長。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ｴｲﾄが歌謡曲・演歌部門で初回出荷の記録を塗り替えましたー[:拍手:]
今回が４５万枚なんだって。

で、今までの記録が４０万枚だから５万枚も記録塗り替えたことに

なるらしい。

ｴｲﾄのみんなおめでとうー!!!!!
ちなみにいろはは２０万枚の初回出荷だったらしい。

まぁ、今回は特典つきなので結構何枚も予約した人

多いとは思うけどそれでも確実にﾌｧﾝは増えてるんだなぁって思った。

なんか嬉しい報告だよね[:ぴかぴか:]
こうゆう地に足が着いた人気ってゆーのは

なかなか落ちないと思うんだよね。

だから頑張って欲しいです[:揺れるハート:]
そしてあたし達eighterも頑張りましょうね[:揺れるハート:]

BiDaN買ったー!!!!!![:揺れるハート:][:揺れるハート:][:揺れるハート:]
もっそいすごいﾀｲﾄﾙつけられてるんですけど

いいんですか???
BiDaNさん。

「関西きってのSEXYおしゃれ番長現る！」
ですよ!!!!!

ﾏｼﾞでか???
でね、まひるはねぇ、どれも好きなんだけど

特に好きなのは最初のﾆｯﾄ帽かぶったやつとﾛﾝｸﾞのﾐﾘﾀﾘｰｺｰﾄ

着てるやつ。

胸元のﾘﾎﾞﾝがｷﾞｻﾞｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]
ﾆｯﾄ帽からちょっと出た前髪がｶｯｺﾖｽ[:ラブラブ:]
で、ﾄﾞﾗﾑの話とかも結構聞けて嬉しかった。

まひるもﾁｬﾄﾞ·ｽﾐｽのﾄﾞﾗﾑ好きだし[:ラブラブ:]
ﾂｲﾝﾄﾞﾗﾑって結構決まるとめちゃｶｯｺｲｲよね[:ぴかぴか:]



すば倉BANDの時、すっごい忠義と牧野くんのﾂｲﾝﾄﾞﾗﾑが
ｶｯｺよくて駄々はまりだったもん[:揺れるハート:]
まひるも「ﾓﾀﾞﾝ·ﾄﾞﾗﾏｰ·ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」のDVD探そうー。
最近ﾄﾞﾗﾑの練習もしてないから

また新たな刺激受けて頑張りたいなぁ[:ぴかぴか:]
なんかでもね、まひるにとってすば倉BANDはネ申なんですって[:パー:]
あのﾗｲﾌﾞはﾎﾝﾄに良かった。

刺激を受けた。

感動した。

最高に男前だった。

すばるも忠義もFIVEのみんなもﾎﾝﾄネ申だと思った。
あのﾗｲﾌﾞに参戦出来たことがﾎﾝﾄに嬉しくて。

まだ見れてない方はいつか見れるといいですね。

ぜひあのﾒﾝﾊﾞｰでﾂｱｰとかやって欲しいと思うし。

とりあえず今のまひる達に出来ることって

要望を出すことぐらいでしょ???
だからWebかﾃｲﾁｸさんにすば倉ﾗｲﾌﾞやって欲しいってゆー
要望をたくさん出すことが大切だと思います。

そしたら全国ﾂｱｰとかもあり得ると思うし、

何も出来ないと指をくわえてみてるよりも

動くことが大切[:グッド:]
ﾎﾝﾄあのﾗｲﾌﾞはたくさんの人に見てもらいたいと思うから

ぜひ全国ﾂｱｰをやって欲しいという要望を出しましょう。

諦めずに頑張ろう[:ぴかぴか:]
そんな時のために奇跡と言う言葉はあるんだよ[:ぴかぴか:]
決まった???ねぇ。決まった???（ｳｻﾞｽ
結構村ネ申信五ﾊﾞﾘにｷﾒたつもりなんだけど

でもやっかし村ネ申ｻﾏｰにはかなわないや。

なんか久々にのだめを見ることが出来ています。

２０分ぐらいだけど[:たらーっ:]
なんか話が深刻になっててちょっとびっくりした[:びっくり:]
あぁーぁ。でもやっかし玉木宏ｶｯｺﾖｽだわー[:揺れるハート:]
なんかあの声の低いとことかもっそい魅力的[:ぴかぴか:]
声の男前な人って魅力的よね。

まぁ、好みは人それぞれだと思うけど[:汗:]



でもｴｲﾄﾒﾝの声はどのﾒﾝもまひるは声好きだなぁ[:揺れるハート:]
それぞれ味があってｶｯｺﾖｽだと思う[:ラブラブ:]
大倉忠義さんの甘甘な感じとかもっそい好き[:揺れるハート:]
所詮自担甘甘ですから[:パー:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明日出来たらやりまふ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.12.05 Tue ★ｺﾒﾚｽ★

ｺﾒﾚｽやりまーす[:揺れるハート:]
溜めちゃっててｺﾞﾒﾝなさい。

いつもありがとうございます[:ぴかぴか:]
これからもﾖﾛｼｸお願いします。

ｺﾒﾚｽ。

みおり（＠健つん）

ひろこさん（＠忠義）

りあさん（＠すばる）

恵音さん（＠忠義）

真冬（＠忠義）

ゆウきさん

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

あすぴぃ（＠忠義）

まみさん（＠忠義）

りよ（＠亮）

あき（＠忠義）

みずき（＠章大）

りりかさん（＠忠義）

和子（＠忠義）

陸さん（＠章大）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

になさん

みーたむさん（＠忠義）

かずさん（＠忠義）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

小春ﾁｬﾝ（＠章大）

しずかさん（＠忠義）

ゆか（＠忠義） みおり（＠健つん）
そういや、「自転車少年記」まだ見てない。（ﾁｰﾝ

だってﾘｱで見ようと思ってたんだけど

その日はﾏｼﾞ１日中爆睡してて。(；・∀・)
なんか疲れが溜まってたみたいで。



ﾎﾝﾄ、夕飯以外はずっと寝てた。(笑
BiDaNやっと見たよー。
３冊も買ってみた。

しかもまだ買おうかと思ってる。（笑

坊主、ｽｶ☆Jで見れたね。
でもあれっておしゃれ坊主の方だよね???
あれからまたﾊﾞﾘｶﾝで刈られたんじゃなかったっけ???
いやいや、いつでも悩んでる時はﾒｰﾙください。

たいした回答は出来ないかもだけど

話聞くぐらいは出来るから。

え???そう???まひるの言葉って温かい???
なんか照れるなぁ。

全然至って普通ﾓｰﾄﾞなんだけどなぁ。（笑

なんか悩んでる人とかほっとけないお節介なだけよ。

うん。他のものに目を向けるのも自分を高めるために

必要なことだと思うよ。

ひとつのことしかないと枠も広がらないし、

ひとつのものの見方しか出来ないから

他のものに目を向けていろんな方向から

物事見れるようになるとまたｴｲﾄを見た時に

違ってくると思うよ。

まひるは２８日は２部だよー。

ｽﾄﾗｯﾌﾟすごいｶﾜﾕｽだよね。

ｸﾞｯｽﾞ代半端じゃなさそう[:ポロリ:]

ひろこさん（＠忠義）

ｽﾄﾗｯﾌﾟ見ました???
ﾔ○ｵｸに載ってたんで見たんですけど

むちゃくそｶﾜﾕｽですよね[:揺れるハート:]
早く(　ﾟдﾟ)ﾎｽｨ…。
ﾗｸﾞﾗﾝT、７分袖だったら欲しかったんだけどなぁ。
まひるもﾚﾝｼﾞｬｰの連載が始まってから大倉担で

良かったって思うことがすごくあって。

たちょ、素敵ですよね[:ぴかぴか:]
横Aどうでした???
まひるは２８日が当たりました。



これで年内は安心です。

HEROもｶｯｺｲｲけど最近どうもﾋﾁｮﾙ押しなんだよね。
なんかﾋﾁｮﾙってその時その時ですごく顔が違って

横にも似てるし、やっすんにも似てるし。

とにかくｶｯｺﾖｽです[:揺れるハート:]

りあさん（＠すばる）

ﾃﾝﾌﾟﾚ、もう変えちゃったんですけど

この間まで使ってたやつは前に作って使わなかったやつを

使ったんですね。

で、前は黄緑色の水玉だったんです。

水玉とかﾁｪｯｸとか大好きでよく使うんですけど。(笑
うんうん。

しょこたんとかｶﾜﾕｽだけど友達だったらついていける程

自分に知識があるとは思えない。（笑

普通の会話なら出来るけど。(笑
うん。なんかﾃﾞﾋﾞｭｰしたら安泰とか思ってたんだけど

ﾋﾟﾛｷみたいな例もあるし、

仁ちゃんみたいな例もあるし、

ﾃﾞﾋﾞｭｰしたからって目の前から消えちゃう、

いつ戻ってくるかわからない状況とかもあるんだなぁって

思うと怖いですよね。

１２月は出費多いですよね。

ﾎﾝﾄに。

それなのにｽﾊﾟｼﾞｭﾆと東方神起のCDなんぞ買ってるあたしって[:たらーっ:]
え???まひるなんてお金あったらあっただけ
使ってしまう人ぞよ。（苦笑

恵音さん（＠忠義）

はい。いつでもﾒｰﾙ待ってます。

眠いのに眠れないってことは何か悩んでるとか

心配事とかあるからじゃないでしょうか。

ちなみにまひるは別に悩んでもないのに

睡眠薬なしでは全く眠れない悲しいﾔﾂです。

自分でもっそいﾃﾝｼｮﾝ上げなきゃﾀﾞﾒなんだけど



最近それも慣れてきて仕事のONとOFFの差が作れるように
なったので良かったかなって。

やっぱり試練って乗り越えるためにあるんだなって

改めて思いました。

韓国語楽しく勉強出来てるよー[:揺れるハート:]
今はひたすら歌詞を写してる。(笑
ﾗｼﾞｵに忠義出てると癒されるよね。

あのﾄｰｸに。

真冬（＠忠義）

えぇー???
ﾏｼﾞでぇ???(笑
胃ｶﾒﾗ飲むのに全身麻酔だったの???（笑
ｳｹﾙぅー。

こっちの病院じゃまずあり得ないや。

でもまひるはまだ胃ｶﾒﾗ経験はありません。

弟はおぇってなりながら涙流しながら胃ｶﾒﾗ飲んでたけど。

結局ｷﾞｬｵﾏｶﾞｼﾞﾝは買えなかったの???
でも確かにたくさん数置いてある雑誌じゃないね。

まひるもｷﾞｬｵﾏｶﾞｼﾞﾝの存在を知ったのは

最近だしね。

ﾃｺﾞﾏｽ、１ヶ月か２ヶ月前ぐらいから噂はあって。

ﾃｺﾞﾏｽって名前でしかもﾐｿｽｰﾌﾟって曲でｽｴｰﾃﾞﾝﾃﾞﾋﾞｭｰって。

でも掲示板でみんな小ﾊﾞｶにしててさ。

ｳｿでしょ???みたいな感じで。
まひるもずっと冗談だと思ってて。

だから「あ。ﾎﾝﾄだったんだ???」って感じだった。（笑
１２月は出費が多いから買うかどうかは不明。

ゆウきさん

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾘﾝｸの件お返事お待ちください。

一応ゆウきさんのﾌﾞﾛｸﾞを見てから決めたいので。

って偉そうにｺﾞﾒﾝなさい。



ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

ｴｲﾄｺﾝ３回中２回の割合ってめちゃ高だよね。(笑
まひるなんてｴｲﾄｺﾝなんてﾎﾝﾄもうかなり行ってるのに

１度も近くに飛んできたことないもん[:悲しい:]
あ。ｸﾘｽﾏｽに当たったんだ???
良かったねぇ。

ｴｲﾄｻﾝﾀさんがやってくるから靴下広げて待ってないとね。(笑
まひるも２８日が当たりました。

時々寝なくても全然平気な時があって。

だから２日間で３時間しか寝てないとか

たまにあるんだよね。

ｻﾏｽﾍﾟの時もそうだったんだけど。

「自転車少年記」まだ見てない。（ﾁｰﾝ

その日はよっぽど疲れてたのか夕飯の時

以外ほとんど寝てました。

ｻﾙﾁﾞｴ、章大と忠義で楽しみだね[:揺れるハート:]
わ〜。小２の妹さんｶﾜﾕｽだねー[:揺れるハート:]
しかも的確にもの見てるし。(笑
まひるはBiDaN萌え[:揺れるハート:]してます。

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

桃さんから桃ﾁｬﾝになったのは親しみを込めてです[:揺れるハート:]（笑
韓国語は今はずっと歌詞をﾉｰﾄにひたすら写す作業を

やっていてとりあえずあのﾊﾝｸﾞﾙ語に慣れることから

やってるんだよねー。

慣れてきたら単語覚えてって感じかなぁ。

今、通ってるﾌﾞﾛｸﾞさんが韓国語ﾍﾞﾗﾍﾞﾗな方なので

結構いろいろ教えてもらってる。

もうﾋﾁｮﾙ愛全開だよー[:揺れるハート:]
HEROって亮ちゃんに似てる???
HEROも画像いくつか持ってるからそのうち載せるね。
あ。年賀状交換OKだよ。
[:パソコン:]に住所と名前書いてﾒｰﾙください。



あすぴぃ（＠忠義）

早速呼び捨てで。(笑
まひるのこともまひるかまひるﾁｬﾝでいいんで[:パー:]
昨日も店長に褒められて

店長に「もしかして褒められて伸びるﾀｲﾌﾟ???」って
言われたよー。（笑

「そうですよ。」って言ったら笑われた。

でも単純だから褒められるとすごく嬉しいし、

もっと頑張ろうって楽しく仕事が出来るんだよね。

怒られて仕事してると周りの顔色伺ったりしてて

全然楽しくないし[:悲しい:]
あ。聞くｼﾞｬﾆね。

ﾈｯﾄで聴けるから後でﾒｰﾙするね。

卒論お疲れさまれす。

就職は何系???
うんうん。

ﾄﾞﾘﾎﾞはｴｲﾄ出なくてもいいと思う。

なんかそのぐらいeighterにお金の余裕をくれって思うわ。(笑
その分演舞城観たいよね。

うーん。関ｼﾞｭは結構好きなんだよねぇ。

照史とか龍規とか菊ﾁｬﾝとか文ﾁｬﾝとか。

龍規優しいよねぇ。

なんかｼﾞｰﾝとしてしまった[:ポロリ:]

まみさん（＠忠義）

やっかし基本自担甘甘ですよね。(笑
ﾎﾝﾄ小顔だし、お腹が引っ込んだら

ﾊﾞｯﾁﾘﾓﾃﾞﾙ体型ですよね。

お腹が!!!!!（笑
そんな大倉さんでも好きなんですけど。(笑
ﾋﾁｮﾙｶｯｺﾖｽだよね。

最近ｼｭｼﾞｭ（ｽﾊﾟｼﾞｭﾆ）のCDばっか聴いてる。
ｼﾞｪｼﾞｭﾝもｶｯｺﾖｽだよねー。

まみさんとは男の人のﾀｲﾌﾟ駄々かぶりですなぁ。（笑



りよ（＠亮）

りよﾁｬﾝ、ﾌｯｶﾂﾀﾞｰ!!(ﾟ∀ﾟ　)三　三(　ﾟ∀ﾟ)ﾌｯｶﾂﾀﾞｰ!!（笑
ﾘｱﾙ恋も頑張って!!!!!
まひるもﾘｱﾙ恋がしたいよぅ。

なんかすでに大倉忠義さんがﾘｱﾙ恋と化してるもん。

病気だ。（笑

こちらこそﾖﾛｼｸねん。

あき（＠忠義）

TSUTAYAは楽しいね。
うち近いから常連さんだもん。

しかも以前そこのTSUTAYAでﾊﾞｲﾄしてたこともあるから
慣れてるしね。

まひる、全然ｽﾎﾟ紙とかﾜｲﾄﾞｼｮｰとかﾁｪｯｸしない人なんだよね。

なんか絶対損してると思うわ。

まひるも８枚予約したから結構財布がﾔﾊﾞｲ。

しかも今月CD買いすぎだし。
ｾｸｼｰｵｻﾚ番長ってすごいﾀｲﾄﾙだよね。（笑

知らなかった。((；ﾟДﾟ)ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
そんなわけで奇跡を起こしましょう。

またすば倉ﾗｲﾌﾞみたいもん。

みずき（＠章大）

たぶん[:ケータイ:]のｻﾌﾞｱﾄﾞに送ってくれたんだよね???
ちょっとｻﾌﾞｱﾄﾞの調子が悪くて

[:メール:]届いてないんで
[:パソコン:]のﾒｱﾄﾞに住所と名前書いてﾒｰﾙください。
よろしく〜[:チョキ:]

りりかさん（＠忠義）

韓国の場合写真とか画像とか載せていいみたいで

他のﾌﾞﾛｸﾞさんもたくさん載せてるので

ついついね。(笑
今、韓国語勉強するの楽しいよー[:揺れるハート:]



毎日２時間ぐらいひたすらﾉｰﾄに歌詞写してる。

ﾚｯﾁﾘもｱﾙﾊﾞﾑが出た時、ずっと聴いてた。

最近はoasisのﾍﾞｽﾄとかよく聴いてるし、
ﾆﾙｳﾞｧｰﾅのDVDとかもよく見てる。
ｴﾙﾚ、まひるも買おうかなぁとちょっと思ってるんだけど

今月ちょっとCD買いすぎでお金なっしんぐなんだよね[:悲しい:]
関西発の雑誌とかｴｲﾄは関西推しってゆーか

関西の星とゆーかそんな感じなのかなぁなんて

思ってたりします。

和子（＠忠義）

ﾒｰﾙありがとね。

また今夜ﾒｰﾙ出来たらします。

和子はF4にﾊﾏってるんだ???
F4とか全然詳しくないんだけどね。
まひるもﾁｪｯｸしておきまーす。

まひるは韓国にﾊﾏってるねー。

まさか自分が韓流にﾊﾏるとは思ってなくて。

すっかり韓国とｴｲﾄに癒されてます[:揺れるハート:]
ｻﾙﾁﾞｴ、いよいよ明日だね[:グッド:]
まひるも安忠ｺﾝﾋﾞ好きー[:揺れるハート:]
最近絡みが少なかったから久々で嬉しいよ。

ﾒｰﾙ了解!!!!!
BiDaN無事ｹﾞﾄれた???
まひるも買いに行った時いつも山積みになってるのに

５冊ぐらいしか残ってなくて３冊お取り置きしてもらって

正解だったなぁって。

またたぶん違う本屋に行ったら買うと思うけど[:揺れるハート:]
あ。２８日参戦???
絡めたら絡みましょう。

陸さん（＠章大）

こんばんわんつー。

昨日は２人も人が休んだので

店長がﾌﾞﾁｷﾚてて怒ってるのﾓﾛわかりだったから



やだなぁって思ってたけど

まひるには優しかったので良かったよー。

ﾎﾝﾄ忙しいのにお客さんに笑い声が聞こえるとか

ﾀﾞﾒﾀﾞﾒだと思います。

あ。まひるのお仕事は洋服の販売です。

一応目標はﾊﾟﾀﾝﾅｰっていう洋服を作るお仕事なんですけど

山梨ではそういったお仕事がないので

（家の事情と自分の体調の都合で家を出られないので）

今は勉強のつもりで販売のお仕事やってます。

ﾋﾁｮﾙ、たちょに似てる???
それ言われたの初めてだわー。(笑
ｱﾊﾊ。確かに。

たちょって眠そうな目してるよね。

そこがきっと癒し系なんじゃないかと。（笑

でもまひるの元担ってたいがい眠そうな顔してるかも。(笑

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

ﾃｽﾄお疲れー。

うんうん。

忠義、髪切ったらしいね。

まひるもまだ見てないんだけど[:悲しい:]
ぷいぷい友達にﾀﾞﾋﾞってもらうから

それ見るかｽｶ☆Jで見るかいきなり横Aで見るかって
感じかなぁ。

BiDaNで髪長い方が好きって言ってたよね。
ﾅﾙｼｽﾄ的で。（笑

なんかそうゆうことｻﾗっと言えちゃう忠義が

ｶﾜﾕｽだと思った[:揺れるハート:]
ﾗｼﾞｵとか仕事で結構聴けないやつとかあって

ｼｮｯｸなんですけど[:悲しい:]
すば倉ﾗｲﾌﾞまたぜひやって欲しいよね。

あれは絶対たくさんの人に見て欲しいと思う。

になさん

初めまして。



ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。ありがとうございます。

またﾋﾁｮﾙのこと書きますね。

やっぱりﾀﾞﾝｽは東方神起の方がうまいんですね。

まだ東方神起の踊ってるとこ見たことがなくて[:悲しい:]
東方神起のﾀﾞﾝｽﾁｪｯｸしておきます[:ぴかぴか:]

みーたむさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

こちらこそぜひぜひ仲良くしてください。

ﾎﾑﾍﾟ遊びに行きますねー。

かずさん（＠忠義）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

ｻﾌﾞｱﾄﾞの調子が悪いので出来たら[:パソコン:]の方に
送ってもらってもいいですか???
住所と名前書いてﾒﾙください。

折り返しまひるの住所などお返事します。

ただよすぃ〜の髪型気になるね。

まひるもどっちでも似合うと思うんだけど

長めの方がちょっとﾂﾝﾃﾞﾚ気味で好き[:揺れるハート:]
いやいや、まひるなんてﾎﾝﾄ可愛くも美人さんでもない

平凡な顔してるんだって[:パー:]
しかも今、前髪切りすぎてちょっとﾌﾞﾁｬｲｸ入ってるもん[:悲しい:]
あ。今度、かずさんは成人式なんだ???
それはそれはおめでとうございます。

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

まひるも２８日だよ[:ぴかぴか:]
ちなみに２部だお。

会えたら会おうか。

とりあえず横ｱﾘで電話がつながるかどうかって

ことが問題なんだけどね[:悲しい:]



ちなみにナナ美ﾁｬﾝは何部???

小春ﾁｬﾝ（＠章大）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｾｸｼｰｵｻﾚ番長素敵でしたよねぇ[:揺れるハート:]
小春ﾁｬﾝが血迷ってしまうぐらいですから!!!!!（笑
千秋役ﾊﾏってますよねー。

まひるもどMなので千秋のようなﾂﾝﾃﾞﾚ大好きです[:揺れるハート:]
あ。ﾃﾝﾌﾟﾚ褒めてくれてありがとー。

しずかさん（＠忠義）

BiDaN、ｵﾘｽﾀ共に良かったですよね。
もうあの胸元のﾘﾎﾞﾝがｶﾜﾕｽで[:揺れるハート:]
なんかちょっとﾋﾞｼﾞｭｱﾙ系みたいで

こうゆうたちょもありかなってすごく思いました。

おおー。福岡全ｽﾃしたんですか???
お疲れ様です。

そしてHAPPYな時間をすごされたようで。
ﾈﾀﾊﾞﾚとか全然OKですよ。
ｾﾄﾘとかがっつりわかります???
ぜひぜひﾒｰﾙください。

ゆか（＠忠義）

お久しぶりぶり〜☆

福岡全ｽﾃお疲れさまでした。

ｺﾝ後って抜け殻になるよね。

そっか来週はやっすんのｿﾛｺﾝ参戦なんだ???
楽しみだね[:揺れるハート:]
ﾏｼﾞでぇー???
忠義さんそんなに活躍してますか???
横ｱﾘは２８日に参戦なので２８日に会えたら会いましょう。

さすがに[:ケータイ:]がつながるか若干不安なんですが[:パー:]
ちなみに２部に参戦です。



2006.12.05 Tue 美男子に悩殺される日々。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやっておきましたので

見てくださいねー[:揺れるハート:]

今日はﾏｼﾞどこにも行かなかったね[:たらーっ:]
ｺﾝﾋﾞﾆにお茶買いに行ったぐらい???
お昼寝もちょっとしたし[:揺れるハート:]
ま、そのおかげでｺﾒﾚｽが遅れたんですけど[:パー:]
つーかつーかｼｭｼﾞｭ（ｽﾊﾟｼﾞｭﾆ）のｶﾚﾝﾀﾞｰが２種類発売されるんだけど

どっちも３６００円ぐらいするの[:悲しい:]
どっちのﾋﾁｮﾙがｶｯｺｲｲとかわからないから

買うかどうしようか迷ってて[:悲しい:]
[:お金:]なしおくんなんですけど[:悲しい:]
えぇー!!!!今月ｼｭｼﾞｭにいくら使ったんだよ。
とりあえず様子みながら買うかどうするか決めるわ。

KAT-TUNのｼﾝｸﾞﾙも予約してるし、ｴｲﾄも８枚予約してるし。
あぁーぁ。ｼｭｼﾞｭのｶﾚﾝﾀﾞｰ欲しいなぁ。

飾る場所ないけど。（ﾁｰﾝ

とか言ってる間に結局ｼｭｼﾞｭのｶﾚﾝﾀﾞｰ予約したった[:揺れるハート:]
一応配送予定日が１月２日ってなってて

その通りだったら余裕なんだけど

今月だったら結構厳しいなぁ。

配達指定にすれば良かったような[:悲しい:]
しかも韓国のｶﾚﾝﾀﾞｰだから祝日とか違うのにねー[:悲しい:]
ﾋﾞｽﾞ重視のｶﾚﾝﾀﾞｰだな[:ラブラブ:]

今日ってｽｶ☆Jのｹﾞｽﾄって上原さくらだったっけ???
なんかね、上原さくらには苦い思い出があるんだよねー[:ポロリ:]
昔好きだった人が上原さくら似のｶﾜﾕｽな人のこと

好きでねぇ。



かなり嫉妬した[:悲しい:]
田○くん、君だよ。君!!!!!
だからちょっと上原さくらってﾄﾗｳﾏになってて[:悲しい:]
今日楽しく見れるかなぁ[:ポロリ:]
まひるたんにもそんな時期がありました[:パー:]

ｵﾄﾝによく風邪ひかないなって言われたんだけど

まひるって滅多に１２月とかに風邪ひいたりしないんだよね。

なぜか１月とか２月で。

あ。でも去年はｸﾘｽﾏｽに風邪ひきましたけど[:パー:]
寝て過ごしました[:パー:]
しかもｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞでさ。（最悪だす

今年は意地でも年内は風邪ひけないなぁ。

まひるがだいたい年末に出かけることが奇跡だもん[:ぴかぴか:]
まぁ、年末に通院があるので

そこで風邪をもらわないように気をつけねば[:パー:]
危険だ!!!!!
まひるの風邪って１週間ぐらい寝込むもん[:悲しい:]
今、職場で２人風邪ひいてるから用心だし[:パー:]

つーか思った。

ｵﾘｽﾀに載ってたﾃｺﾞﾏｽの記事ね。

ｽｳｪｰﾃﾞﾝの女子は過激な人が多いね[:パー:]
なんか写真に写ってる子、結構派手目な子が多くて

びっくりした[:びっくり:]
到底ｼﾞｬﾆｦﾀには見えない人ばかり[:たらーっ:]
世の中いろんな人がいるわ。

世界中のeighterを見てみたいと思った
まひるたんなのでした[:揺れるハート:]

あ。じゃ、今から東方神起のDVD観るんで
ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.12.07 Thu BiDaN４冊目購入〜。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は仕事早退して[:病院:]に行ってきた。
なんか人が２人しか待ってなかったのに

結局１時間半もかかった[:悲しい:]
だから[:病院:]は嫌いだぁー[:悲しい:]

つーか出た!!!!!
BiDaN４冊目購入。（笑
いつもの本屋に久々に行ったらBiDaNが５冊ぐらいあって
「買って[:揺れるハート:]」ってゆー目で
大倉忠義さんが誘惑してたので

結局４冊目購入[:ぴかぴか:]
今まで同じ雑誌４冊も買ったことなんてないよ[:てれちゃう:]
とりあえず１冊は切り取って壁に貼ろうかなって

思ってます[:揺れるハート:]
やっぱﾌｧｯｼｮﾝ誌っていいなぁ。

もっそいｶｯｺよく撮ってくれるじゃない???
bisにしてもそうだし。
だからいつもと違う大倉忠義が見れるわけですよ[:ぴかぴか:]
大倉忠義ヽ(´ー｀)ノﾏﾝｾｰ
BiDaN、ヽ(´ー｀)ノﾏﾝｾｰ
ﾎﾝﾄこうゆう小さなことで幸せな気分に

なれる自分ってﾄﾞｱﾎｩだと思うわ[:猫2:]
でも小さなことって言うけど

忠義にとったらやっぱり大きなお仕事だったと思うし。

なかなかﾌｧｯｼｮﾝ誌の表紙なんてやれるものじゃないし、

それだけ忠義が注目されてるってことだし、

すごく喜ばしいことだよね[:楽しい:]
忠義が頑張って頑張って勝ち得た仕事だから

決して小さなことなんて言ったらいけないと思う。

反省します[:悲しい:]



忠義がまたひとつ認められた仕事だしね。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに表紙おめでとう!!!!!

つーか本屋からKansai Walkerが入荷してるって
[:電話:]がなかったからすっかり忘れてました[:悲しい:]
でも今週はもう取りに行くのめんどっちぃので

来週にしようと思います。

もう今日とか外に出たくないもん[:たらーっ:]
出た!!!!!基本ﾋｯｷｰな女。
なんか疲れが溜まってたみたいで

昨日[:病院:]から帰ってきてｳﾄｳﾄ。
夕飯食べてｻﾙﾁﾞｴ見て即寝たもん[:たらーっ:]
で、今日、１４時まで爆睡[:眠たい:]
ま、疲れが溜まってたってよりも

一昨日、寝てなかっただけなんだけど[:パー:]（笑
ずっと[:パソコン:]いじいじしてました[:たらーっ:]
で、寝ないで仕事行ってお昼に早退して

[:病院:]行って帰ってきたら
一気に眠くなってｳﾄｳﾄしてました[:眠たい:]
今もちょっと眠い[:眠たい:]
ﾎﾝﾄは寝てようかと思ったんｄなけど

せっかくの休みに寝てすごすと後悔するから

頑張って起きてみた[:ぴかぴか:]

そ、そ。改めて「僕らの街で」を聴くと

すごく好きな曲なのである[:ぴかぴか:]
今までのKAT-TUNにない感じの曲で結構好き[:揺れるハート:]
仁ちゃんがいないのが非常に残念なんだけどね[:悲しい:]
Le cielのｸﾘｽﾏｽRemixとかｲﾝﾄﾛ部分すごくきれいなのに
やっかしﾊﾟﾝﾁに欠けると思う。

聴いてても印象が薄いんだよね。

でもｼﾞｬｹのゆっちの着てるﾘﾎﾞﾝ付きのｼｬﾂはｶﾜﾕｽだと思う[:揺れるハート:]
こうゆうの好き[:揺れるハート:]
まひるもﾘﾎﾞﾝ付きのｼｬﾂが欲しいよー。

BiDaNで忠義が着てたﾐﾘﾀﾘｰｺｰﾄの感じの服装がしたいよー。



髪型もあんな感じで[:揺れるハート:]
あれは絶対ｶｯｺﾖｽだと思うもん[:ぴかぴか:]
ﾐﾘﾀﾘｰｺｰﾄだけだとちょっと男子っぽいけど

あのﾘﾎﾞﾝ付きのｼｬﾂと髪型で結構ｶﾜﾕｽな感じで

着れると思うんだけどなぁ[:揺れるハート:]
ﾘﾎﾞﾝ付きのｼｬﾂ探してみよー[:ぴかぴか:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.12.08 Fri ﾃｲﾁｸさんにお願いﾒｰﾙを送ろう。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーかｼｭｼﾞｭのｶﾚﾝﾀﾞｰ、１月２日配送予定とか言ってたから

余裕で予約したら来週の月曜日には届いてしまうらしい[:悲しい:][:楽しい:]
[:お金:]ないんですけど[:パー:]
この喜んでいいのか悲しいのかわからない状況。（ﾁｰﾝ

とりあえず飾る場所を作らないとなぁ[:たらーっ:]
そこを心配するのか???
[:お金:]の心配だろ???
ｺﾞﾒﾝなさーい。

Oｶﾞﾀﾝなもので[:パー:]
また今月もｷﾞﾘﾁｮﾝ生活だよー[:悲しい:]
切ねっす[:悲しい:]

あ。そういや、今日のいいとも、まっすーがｹﾞｽﾄで。

来週はゆっちだって[:パー:]
即効ﾋﾞﾃﾞｵ予約しましたけども[:パー:]
このいまさらﾋﾞﾃﾞｵってとこがｱﾅﾛｸﾞ感漂ってるでしょ???
来月からお金貯めてこのｱﾅﾛｸﾞを脱出しないとなぁ。

とりあえずお金貯める[:猫2:]
今月はｼｭｼﾞｭ貧乏になったから

しばらくは無駄遣いしないで貯めないとなぁ[:パー:]

現在、着うたが「Butterfly I Loved」になってるんですけど
今回のﾂｱｰでも歌うようで[:揺れるハート:]
もうそれ見た瞬間死ぬかと思った[:ラブ:]
心臓ﾄﾞｷﾄﾞｷﾊﾞｸﾊﾞｸでﾎﾝﾄ今回のﾂｱｰ、ぜひDVDにならないかなぁと
思ってるんですが世の中そんな甘くないですか???（笑
とりあえずﾃｲﾁｸさんにﾒｰﾙすることにした。

もう「Buttrerfly I Loved」を見れるのが今回が最後かも
しれない。だからこれが最後のﾁｬﾝｽ。



みんなもDVD化のﾒｰﾙをﾃｲﾁｸさんに送ってください。
今回は各自のｿﾛもあるみたいなんで

みんなもぜひﾃｲﾁｸさんにﾒｰﾙして欲しいです。

ﾖﾛﾋﾟｺ[:チョキ:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

P.S.
今年も年賀状交換やります。

まひると年賀状交換やってもいいよーって方は

お気軽に[:パソコン:]に[:メール:]ください[:揺れるハート:]
ﾌﾟﾛﾌのとこに[:パソコン:]のﾒｱﾄﾞ載せてあるんで
お気軽にﾒﾙどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.12.11 Mon 胸元がｾｸｼｰﾀﾞﾝﾃﾞｨｽﾞﾑ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日頑張って書いたのに消えたから

寝てもうた[:眠たい:]

SHOCK ME!!!!!　

つーか一昨日ｼﾞｬﾆWebから忠義の写真が届いたので
ｶﾞﾝ見[:ラブラブ:]
また例の胸元の大きく開いたｼｬﾂなんですけど[:パー:]

ﾉｰｰｰｰｰｰｰﾝ!!!!!
まひるたんを誘惑する気ですか???
死ぬかと思ったですたい[:揺れるハート:]
ｾｸｼｰ二の腕に続く第二弾はｾｸｼｰ胸元ですか???
なんか胸元がまたいい感じなんだよねー[:揺れるハート:]
忠義さん、体つきがやらしいです[:ラブラブ:]
きっとｼﾞﾑで鍛えてﾎﾟｯｺﾘお腹も解消されたことだと

思いたい[:揺れるハート:]
いや、別に(・ε・)ｷﾆｼﾅｲ!!けど。（笑
大倉忠義さんが例え二重顎になっても

愛せる自信はありますけど[:揺れるハート:]
忠義のﾋﾞｽﾞで愛してるわけじゃないんで[:パー:]
と不思議ﾁｬﾝｷｬﾗ好きなあたくし[:パー:]
相方空（＠章大）にﾋﾁｮﾙの話したら「また???」と
言われようがどこからでも

見つけてきてしまう不思議ﾁｬﾝｷｬﾗ好きなあたくし[:パー:]
しかも万国共通ですがな[:パー:]（ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ

忠義のﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾄｯﾌﾟきっと戻ってくるよね???
忠義がすごく大切にしてるものだから欲しい気持ちも

わかるけどでも忠義の気持ちを考えてあげて欲しい。



このことがきっかけで演出が変わってしまうかもしれないし、

忠義やｴｲﾄﾒﾝやeighterが気持ちよくﾂｱｰを
終わらせるためにぜひ持ってる方は返してあげてください。

ﾏﾅｰが問われる問題だよね。

前にもｼﾞｬﾆﾒﾝの誰かがそんなことあったよね。

誰だったか忘れたけど。

それはちゃんと戻ってきたみたいで。

拾ってくれた人が良い人だといいです。

つーかｼｭｼﾞｭのｶﾚﾝﾀﾞｰ、今日届いたんですけど

２つも買わなきゃ良かった。(ﾁｰﾝ
なんかｼｮｯﾄが違うだけで同じ衣装なんですもん[:悲しい:]
しかも１３人ﾒﾝﾊﾞｰがいるから

だいたい１人１月[:悲しい:]
表紙とあわせてもﾋﾁｮﾙのｼｮｯﾄが２ｼｮｯﾄ。（ﾁｰﾝ

それが２つもあるんだよ[:悲しい:]
たぶん縦長の方を飾るとしてもう１ｺはお蔵入りだね[:悲しい:]
そんなんで７０００円ちょっとしたんですけど[:パー:]
かなり凹んだ[:悲しい:]
その点ｼﾞｬﾆｰｽﾞｼﾞｭﾆｱのｶﾚﾝﾀﾞｰはだいぶ考慮されたものだと

つくづく思ったまひるたんなのでした[:ポロリ:]
ｼｭｼﾞｭ、そんな写真で２つも出すなよと言いたい。

１つでいいから[:パー:]
たぶん巷の２つｶﾚﾝﾀﾞｰを買ったｼｭｼﾞｭﾌｧﾝは

まひると同じことを思ってるはず[:パー:]

あ。そ、そ。まひるたんのお気に入り中学生ね。

光にそっくりな。

この間、その中学生がお父さんらしき人と歩いてるのを

見たんだけど

そっくし!!!!!
あぁ、お父さん似なのね[:パー:]
お父様ちょっとﾀﾞﾝﾃﾞｨｰな感じ[:ぴかぴか:]
でもまひるたん１人で歩いていたので

誰にも報告できずに(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。



あぁ、忠義似の人とか居ないかなぁ[:ラブラブ:]
あんな男前な人そうそう簡単に見つかるわけないよね。

またまた(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝなまひるたんなのでした[:悲しい:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

P.S.
今年も年賀状交換やります。

まひると年賀状交換やってもいいよーって方は

お気軽に[:パソコン:]に[:メール:]ください。
まだまだ募集中。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.12.15 Fri くじけんなよ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ちょっと間が開いちゃいましたね[:汗:]
昨日、仕事とかだったんで今日お休みなんですけど

昨日は疲れて寝てしまいました[:眠たい:]
今日も昼間まで爆睡[:眠たい:]
しかも昨日、関風ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞが届いたってゆーのに!!!!!
空（＠章大）にﾐｻﾝｶﾞどうした???って聞かれて
どうにもこうにも封も開けてないですがな[:パー:]
今回気張って全種類買いましたからねー[:パー:]
そう、それで感想。

音がよくなってる。（笑

ﾃｲﾁｸさんありがとうー!!!!!
ﾎﾝﾄF・T・Oの時音の薄っぺらさにがっかりしたからね[:悲しい:]
それが改善されててすごく嬉しい。

すごく良い出来に感動[:ポロリ:]
関風ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞもすごく[:CD:]で聴くと改めて良い感じだし、
もうｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞが良すぎる!!!!!
特に「ﾌﾟﾛ∞ﾍﾟﾗ」と「ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽ」が入ったのはﾎﾝﾄに
嬉しい[:揺れるハート:]
しかもｱﾚﾝｼﾞｶｯｺｲｲし[:揺れるハート:]
ｶﾝﾄﾘｰとﾌﾞﾙｰｽｶｯｺｲｲ[:ぴかぴか:]
最初ｱﾚﾝｼﾞ変わったの聴いて「え???」って
思ったんだけど

やっかし今のｱﾚﾝｼﾞｶｯｺｲｲです。

作りこんだ感じがして結構好き[:揺れるハート:]
「未来の向こうへ」も新たなエイトの名曲が

出たかなって感じ。

ぶっちゃけｵﾊﾞﾛｸあんまり聴いてないんだけど

これはｴﾝﾄﾞﾚｽﾘﾋﾟだね[:チョキ:]
聴くたびに味が出てくる。

すごく新鮮だし、すごく好き[:揺れるハート:]



なんか今日ね、まひるの部屋の[:電話:]が鳴ったんですよ。
まひるは[:パソコン:]関係かﾁｹｯﾄ関係でしか
電話使わないんでまひる宛に[:電話:]って
かかってこないんで常に留守電なんです。

（もともとおばあちゃんの[:電話:]だし。）
かかってくるのは勧誘か何かぐらいで。

今日もそうだったんですけど

留守電のﾄｰｸが流れると同時に喋り始めて

ﾋﾟｰってなっても粘る粘る。

時々いるんですよね。

そうゆう勧誘の人。

留守電の時点で諦めてくれ[:パー:]
勧誘がｳｻﾞｽで留守電にしてるんだから[:パー:]

そ。そ。相方、空（＠章大）が昨日章大のｿﾛｺﾝに

行ってきまして。

空さん大興奮で[:メール:]くれたんですけど
仕事中だったので[:メール:]の返事が遅れまして[:汗:]
Tｼｬﾂとか絶対買わない派の空が買いましたよ。
なにやらやっすんのﾃﾞｻﾞｲﾝだそうで。

早速写ﾒってもらったんですけどｶﾜﾕｽでした[:揺れるハート:]
ま、そんなわけで空さん、産休に入るので

しばらくまひるはいろんな人とｺﾝや舞台入ったり

１人で入ったりしなくてはならないんですが

空が戻ってくるまでeighter頑張ります寄って煮。
寂しいけどね[:悲しい:]
空とは出会ってからいつでも一緒で

離れたことなんてないから不安だけど

でも空も新しい家庭を築いて子育てとか

いろいろ大変だと思うし、あたしは結婚より

今、大倉忠義と言う人を応援することを選んだ。

それは今でも後悔はしてないし、

そりゃ人間だから時々寂しくなる時も

あるけどでも忠義の笑顔見て癒されてきたし

これからもそうやって頑張っていくんだと思う。



まぁ、まひるもいつかは結婚するんだろうけど

でも結婚しても大倉忠義を想っていたいし、

忠義よりも好きと思える人に出会えるまで

忠義のことを１番に考えて大事にしていきたいと思う。

そんなわけで大倉忠義さん、これからもﾖﾛｼｸねん[:揺れるハート:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お急ぎの用事のある方は[:パソコン:]に[:メール:]ください。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.12.16 Sat 大倉忠義にたくさんの笑顔を。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

仕事から帰ってきていつものごとく[:パソコン:]立ち上げた
んだけどﾈｯﾄに接続出来なくてもう１台の[:パソコン:]から
自分のﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰの状況見たんだけど

特に問題もなさそうで寝ようかなぁと思って

ﾙｰﾀｰの電源１度落として入れなおしたら

接続出来ました。

ﾅｲｽ自分って思ったもん[:グッド:]

つーか雑誌いろいろ出すぎてて全部買えそうにないんですけど[:悲しい:]
しかも今、本屋に問い合わせたら別ﾌﾚなかった[:悲しい:]
別の本屋で探さないと[:悲しい:]
なんか先月号もその本屋は２冊しか置いてなかったから

ﾔﾊﾞｲかなぁって思ってたんだけど[:悲しい:]
とりあえずTVｶﾞｲﾄﾞと女性自身とｼｭｼｭはｹﾞｯﾄしたんだけど[:てれちゃう:]
つーか女性自身ね。（笑

わかる???この笑い。
忠義の腋毛がﾁｮﾛﾁｮﾛだったこと。（笑

まひる、ﾎﾝﾄ腋毛ﾀﾞﾒなんだよねー。

相方が腋毛ﾌｪﾁのくせに[:パー:]
なんかﾎﾞｳﾎﾞｳでもｲﾔだし、ﾁｮﾛ毛でも恥ずかしいし。

亮ちゃんに「自分どうしたいねん???」って
言われちゃいそうだけど[:パー:]
お願い。腋毛は見せないで[:パー:]（爆笑
しまっといて[:パー:]
大倉忠義さん、お願い[:パー:]
自分でもどうしたいのかわかんないんだもん[:たらーっ:]
ちなみにﾘｱﾙ腋毛はなぜか大丈夫なんだよね。（爆笑

写真とかでﾏｼﾞﾏｼﾞ見てしまう感じがﾀﾞﾒなのかも。

ﾘｱﾙ腋毛は大丈夫だから腕枕とか全然平気[:パー:]
って想像がｴﾛｲんですけど[:パー:]



そんなﾘｱﾙ腋毛なんて裸の時じゃないですか???
でもちょっと照れるのん[:てれちゃう:]（笑
えぇ???
でも大倉忠義さんもうちょっと腋毛なかったっけ???

自己処理ですか???
でも女性自身の連載はすばるのに勝てるやつはないね。

やっぱりあのすばるのやつは全員ﾊﾞｰｼﾞｮﾝが見たいぐらい

素敵だったもん[:揺れるハート:]
絶対美しｽだと思うわー。

今回のやつも魅惑のﾊﾞｽﾛｰﾌﾞですよ[:ぴかぴか:]
あぁ、忠義さんにﾊﾞｽﾛｰﾌﾞになってもらってﾍﾞｯﾄﾞに

寝そべってもらいたいわー。

その時は髪は長めで[:パー:]
うわー。妄想が広がる。

あぁ。そうそう、今日、横ｱﾘのﾁｹｯﾄ配送日だったじゃないですか???
期待しつつ封筒開けたらｽﾀﾝﾄﾞでした。（ﾁｰﾝ

まぁ、ｽﾀﾝﾄﾞ１列なんで見やすいって言えば見やすいんですけど[:パー:]
ｱﾘｰﾅで埋もれてしまうよりはｽﾀﾝﾄﾞ１列の方が見やすいよね。

うわー。ﾄﾞﾁﾄﾞﾁﾜｸﾜｸなんですけど[:パー:]
なんか生忠義に会うのって２ヶ月ぶりなんだね。

なんかもっとすっごい前のような気がする。

以前なんてもっと長い間会えないこととかよくあったのに。

そう考えたら自分がすごい贅沢な状況にいるんだなぁって思う。

少しでもたくさんのeighterさんがｴｲﾄに会えますように。
少しでもｴｲﾄからﾊﾟﾜｰをもらって一生懸命生きて欲しいと

思います。

まひるも頑張ります。

つらいこともｴｲﾄと一緒だったら乗り越えられるから。

忠義からたくさんの笑顔をもらって

忠義にたくさんの人からの笑顔が返してあげれたらいいな。

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.12.17 Sun 手越さん、ｶｯｺｲｲっす!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、どうしても起きられなくて

仕事に１時間遅刻して行きました[:悲しい:]
起きてご飯も食べてもう出かけるだけだったのに

全然目が覚めなくて[:悲しい:]
つーか絶対お疲れﾏﾝﾓｽだよ[:悲しい:]
結局仕事行ったんだけど人と喋るのもめんどくさいぐらいで[:たらーっ:]
また欝なのかなぁ[:悲しい:]
明日頑張ったらお休みだし、

とりあえず寝る!!!!!
眠れないとｲﾗｲﾗするからとりあえず寝る!!!!!

あ。別ﾌﾚ、他の本屋さんで確保しました[:グッド:]
とりあえずうちの近所に３件本屋さんがあるのね。

だから２番目に近い本屋さんに電話して聞いたら

別ﾌﾚあるってゆーからお取り置き頼みました。

火曜日にお取り置き溜まってる本を買いに行かないと。

[:病院:]もあるし。
あと買い物にも行きたくて白いｼｬﾂを探してるんだけど[:汗:]
ﾘﾎﾞﾝ付きだとなお良し[:パー:]
火曜日だけじゃ行ききれないや。

[:病院:]と本屋で終了だな[:パー:]
[:病院:]ってﾎﾝﾄめんどくさいよね。
それで半日終わっちゃうんだもん[:悲しい:]
ゆっくり寝てたいから午前中に行きたくはないし[:パー:]

つーか東方神起のﾂｱｰがｹﾃｰｲしました[:パー:]
来年の５月１０日から中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞでｽﾀｰﾄ[:揺れるハート:]
行きたいけどﾁｹｯﾄ取れるのかなぁ[:ぴかぴか:]
とりあえず一般でﾁｹｯﾄ取れたら行きたいと思います[:揺れるハート:]



楽しみ[:揺れるハート:]楽しみ[:揺れるハート:]

なんかそろそろ髪、茶色くしたいなぁ。

黒いのも飽きてきた[:悲しい:]
そういやもう１年以上黒いんだよね[:たらーっ:]
なんか茶色くって言っても限度を知らないから

ついつい金髪に近い色になってるんだよね。（笑

それもどうかと思うけど[:パー:]（笑
とりあえず来月美容院行きは決定[:パー:]
なんかこのﾜｶﾒみたいな髪型をなんとかしないと[:パー:]（笑
段がほとんど入ってなくてﾜｶﾒみたいなんだよねぇ。

今の髪型。

ﾎﾝﾄｶﾞｯｶﾘだよ[:悲しい:]

つか、堂兄見た。

手越萌え[:揺れるハート:]なんですけど[:パー:]
１９歳かぁ。

お姉ちゃん犯罪だよ[:パー:]
なんかでもまだ１７歳ぐらいとかに見えるんですけど[:パー:]
亮ちゃんもWebで言ってたけど
事務所入った当初なんて中学生ぐらいに

見えたよね。

ｺﾔｼｹﾞ風に「手越さん、ｶｯｺｲｲっす!!!!!」って
言っちゃうよー。

可愛いなぁ[:揺れるハート:]
なんかやっぱりNEWSには戻ってきてもらいたい。
でも亮ちゃんとかﾋﾟﾛｷとか今、ｴｲﾄの方でも

売れちゃっててﾂｱｰとかもやって活動の幅が広がったでしょ???
それでNEWSとｴｲﾄの両立ってうまくいくのかなぁって
すごく不安に思う。

あと１１日でｴｲﾄに会える[:揺れるハート:]



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.12.18 Mon 大倉忠義さんに甘えられたい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか眠いんですけどぉー[:眠たい:]
仕事中も眠くて瞼閉じそうになってて

[:家:]帰ってきたらあくびが止まらないし[:眠たい:]
確かに今日、５時間ぐらいしか寝てないんですけど[:パー:]
１０時間推奨のまひるにはつらいです[:悲しい:]
でもやりたいことたくさんあって早く寝るには

もったいない[:たらーっ:]
Webのﾚﾝｼﾞｬｰも[:パソコン:]に写さないとならないし。
そう!!!!
それで忠義の短期連載も写さないとならないし、

やることはたくさんあるんだよねぇ。

韓国語の勉強も最近追いついてないし[:悲しい:]
今、ちょっとｺﾞﾛｺﾞﾛしてたらﾗｸになった。

だって今日、めっちゃ忙しかったんだもん[:悲しい:]
なんかちょっとﾌﾞﾁｷﾚそうになったもん。

お客さんたくさん来てて１人で忙しいのに

あれもこれもやれって言われて

「じゃぁお前がやれよ。」って思った。

あぁー!!!!ﾏｼﾞﾑｶﾂｸ!!!!!
ﾎﾝﾄ、ずっとﾚｼﾞ入ってると精神的にしんどいんだって。

ﾏｼﾞ殺す。

ﾏｼﾞ頭禿げそう。（笑

なんか軽く円形脱毛症とかになりそうだもん。

あぁ。もう絶対店長に言って改善してもらお。

月曜日、８時間ﾚｼﾞとか死ぬから!!!!!
あぁ。でも頑張って働こ。

とりあえずDVDﾚｺｰﾀﾞｰを買いたいから[:揺れるハート:]
忠義にも会いたいし[:揺れるハート:]

つーか今月分の[:電話:]代、いつもより２０００円ぐらい



高いんですけど[:悲しい:]
何かけたっけ???
なんかそういえば何かに[:電話:]した時ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙで
おつなぎしますって言ってた。

あ。ｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰだ!!!!
うーわ。SHOCK　ME!!!!

そうそう。光に似た中学生ね。

なんかﾊﾞｲﾄのKﾁｬﾝが「あの子よくきますよね???」って
言ってきたの。

つーか他にもたくさんよく来るお客さんなんて

いるじゃん。

Kﾁｬﾝも光狙いか???(笑
やっぱ可愛いんだろうな[:揺れるハート:]
うー。絶対譲らないからね[:ニコニコ:]
犯罪ですが何か???[:パー:]
さすがに中学生はﾔﾊﾞｲよねぇ。

いくつ年離れてるんだ???
中３だったとしても８ｺだよ。

あり得ねー。この数字。

でもﾎﾝﾄｶﾜﾕｽなんだよねぇ[:揺れるハート:]
癒される[:揺れるハート:]

あぁーぁ。ﾘｱﾙに癒されたい[:ラブラブ:]
なんかだってﾊﾞｰﾁｬﾙですもん[:ポロリ:]
あと１０日で忠義に会えるからﾘｱﾙに癒されるけど

でもその前後仕事ですし[:パー:]
ちょっとどこかで連休取らないと死ぬ[:悲しい:]
冬休みどこかでとろ。

ﾏｼﾞ仕事に殺される。

過労死寸前だよ。



とか言ってたらヒナちゃんに怒られそうな気もしますが[:パー:]

つーか今、背中の手の届かない部分が痒くて

ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝで書いたら芯が出てた[:悲しい:]
ﾔﾊﾞｽ!!!!!
背中に黒く書き書きしてあるかも[:悲しい:]

SHOCK　ME!!!!!
ｵｶﾝに明日見てもらお[:たらーっ:]
ろくなことしないな[:パー:]

ﾇｰｰｰｰｰｰﾝ!!!!!
ﾔﾊﾞｽ。

今、忠義の短期連載読んで萌えた[:揺れるハート:]
ｸﾘｽﾏｽが終わるまでは忠義の彼女ー♪

なんかﾎﾝﾄに思うね。

忠義ってｦﾀ心をつかむのがうまいって。

だったらもし彼女になったらどうなんだろ???
やっぱり彼女の心をうまく捉えてくれるようなこと

言っちゃうのかなぁ[:ラブ:]
でもたぶんﾘｱﾙにそれはなさそう[:失恋:]
でも絶対ｷﾞｻﾞｶﾜﾕｽな感じに甘えてくるんだろうな[:ハート大小:]
なんか忠義なら甘えさせてもくれそうだし、

甘えてもくれそうだし、

絶対楽しいと思うんだけどなぁ[:揺れるハート:]
また妄想の世界に入り込んじゃったよ[:てれちゃう:]
大倉忠義様様だな。（笑

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.12.19 Tue ﾎﾞﾃﾞｰを拝ませてくれ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、めたくそ寒いね[:悲しい:]
なのにﾊﾞｲｸで[:病院:]です[:悲しい:]
寒いっつーの!!!!!
死ぬかと思ったばい。

結局寒さのあまり本屋１件しか行けなかった[:悲しい:]
なのでまだｵﾘｽﾀと別ﾌﾚとｼｭｼｭは買ってないのよねーん[:悲しい:]
明日行こうかなって思ってるんだけど[:パー:]
寒くて忘れてたけど実は眠い[:眠たい:]
昨日も今朝、７時ぐらいまで起きてて

１２時に起きたから５時間ぐらいしか寝てないのーん[:悲しい:]
だから１０時間推奨なんだって[:パー:]
そんなわけで今ちょっとお昼寝してました。

[:パソコン:]のﾒﾓﾘｰ増設やろうかなぁなんて
思ってるんですけど。

なんせ起動が遅くて。

新しいの買うまでには至らないし[:パー:]
でもこの静電気に起きる時期にﾒﾓﾘｰ増設って

怖いんだよねー。

ﾊﾟﾁっていったら一貫の終わりでしょ???（笑
しかもあたくし静電気女ですのん。

前の[:パソコン:]なんてﾒﾓﾘｰ増設もやったし
HDDも増設やったのに壊れたからちょっと悔しい。

忘れてたけど２２日、ｸﾘｽﾏｽｹｰｷ予約してたんだった[:ラブラブ:]
最近ちょっとﾀﾞｲｴｯﾄしてたから久々に甘いものが

食べたくてしゃーないんだよね。

いや、今もﾀﾞｲｴｯﾄ中なんですけど[:パー:]
ご褒美ですって[:パー:]



頑張ってｎ（ﾁｰﾝ

なんか全然ｸﾘｽﾏｽって実感ないんですけど[:パー:]
そりゃ街並みは着飾ったりしてｸﾘｽﾏｽ色一色ですけど

まひる的になんもｲﾍﾞﾝﾄがないもん。

学生の頃は友達と集まったりして

ｲﾌﾞとｸﾘｽﾏｽの両方で別々のﾊﾟｰﾃｨｰやったりしてて

額に肉と書かれたりもしたんですが[:パー:]（笑
何やってるんですか???まひるたん。
しかもそれを写ﾒられた。屈辱だぁー!!!!!
どうせ２３日も２４日も２５日も仕事ですたい。（ｲｼﾞｲｼﾞ

あぁー!!!!!
名古屋に行ってｴｲﾄとｸﾘｽﾏｽﾊﾟﾝﾃｨｰがしたいですたい[:てれちゃう:]
ちなみにﾊﾟﾝﾃｨｰは白ですか???ﾋﾟﾝｸですか???

それとも赤ですか???
じゃ、みんな下着は赤装着でお願いします[:パー:]
でも白装着でｶﾞｰﾀｰﾍﾞﾙﾄとかもあるとｶﾜﾕｽだよね[:揺れるハート:]
ｶﾞｰﾀｰﾍﾞﾙﾄなんて生まれて２３年買ったこともないですけど[:パー:]
何の話をしてるんですか???まひるたん。
いや、ｸﾘｽﾏｽﾊﾟﾝｔ（強制終了

つーか大倉忠義さんが連載、１日に何度も更新するから

空たん（＠章大）から苦情の[:メール:]がきたじゃないかぁー。
いや、苦情じゃないですけど[:パー:]
全く忠義ときたらｦﾀ心を揺さぶりすぎ!!!!!
ｸﾞｲっと引き寄せたかと思ったら

ﾎﾟｲっと突き放す。

ひ、ひどい。昼間まで彼女だって言ってたじゃない。

何そのどS丸出しな男は。（笑

なんかみんな忠義のこと痩せた痩せたって言うじゃない???
今までいかに[:豚:]しゃんだったかってことですか???
引き締まったって言ってくれよ。

その引き締まったﾎﾞﾃﾞｰを

余すとこなく見させていただこうじゃないですか!!!!!



今日の夜ね[:揺れるハート:]
一緒に２４観た後にｲﾁｬｲﾁｬと[:ラブラブ:]（逝け
なんか最近のまひるは欲求不満か???
ｼｰﾓﾈｰﾀｰか???
だってｸﾘｽﾏｽが近くてみんな周りが浮かれてるから

大倉忠義さんとの甘い夜をﾈﾀに盛り上がらないと[:揺れるハート:]
しかも引き締まったﾎﾞﾃﾞｰが見たいんだもーん[:揺れるハート:]
忠義さんは絶対ｺﾝｻｰﾄのｱﾝｺでも脱がないじゃない???
じゃ、いつ見るんだよ。そのﾎﾞﾃﾞｰ。

どんな忠義でも見ておきたいんだって[:パー:]
あ。思い出した。

ｶﾚﾝﾀﾞｰまだ予約してなかった。

明日本屋行った時、予約してこよ。

何気KAT-TUNのｶﾚﾝﾀﾞｰも予約しようと思ってるんですけど何か???[:パー:]

はぅーん。
でも仁ﾁｬﾝいないんだよね???
それはまひるの予約率が半減するじゃないですか???

しーかーも。
今年のｶﾚﾝﾀﾞｰ、ｴｲﾄとNEWSとｼﾞｭﾆｱ買って
NEWSに至っては１度も開いてないからね[:パー:]
ｼﾞｭﾆｱは１回見たけど。

もうﾎﾝﾄ血迷ってるから[:パー:]

はぅ。
しかもｶﾚﾝﾀﾞｰすでにｼｭｼﾞｭを２つ買ってるのにねぇ。（笑

血迷ってる[:悲しい:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅ。



2006.12.20 Wed 平凡な１日。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

すいません。

今日ｺﾒﾚｽやろうと思ってたのですが

帰ってきたのが遅かったので

出来そうにないです[:悲しい:]
ｺﾞﾒﾝなさい。

今週中にはなんとかやりたいと思ってるので

もうしばらくお待ちください。

ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさーい[:悲しい:]

大倉忠義さん、連載更新しすぎ!!!!!(笑
見るのが追いつかないよ。

ﾚﾝｼﾞｬｰを[:パソコン:]に写す作業も全然進んでないし[:悲しい:]
もうﾎﾝﾄやることたくさんありすぎて

頭の中がﾊﾟﾆｸってます[:びっくり:]
でも忠義が連載楽しんで更新してるのが目に浮かぶ。

まひるもﾌﾞﾛｸﾞ更新するの好きだし。

多い時は１日３回ぐらい更新してる時

まひるもあるし。

つーかそれより[:ケータイ:]３ヶ月で飽きるって!!!!!
まひるなんて機種変したら慣れるのに

３ヶ月かかりますって[:パー:]
なのに[:パソコン:]関係に至っては
全くわからないという忠義さん。

もうﾘｱﾙにまひるが全部ｾｯﾃｨﾝｸﾞしてあげますって[:パー:]
そんな、お姉さんに[:電話:]で聞かなくても
まひるがｽﾊﾟﾊﾟﾊﾟﾊﾟｰﾝってやってあげますよ。

まかせてちょんまげ[:グッド:]

今日、久々にﾐｿﾗｰﾒﾝ食べました[:ラーメン:]



ｵｶﾝが作るとたいがいしょうゆか塩で。

で、今日は連載でｼｹﾞたんが絶対ﾐｿだって言い張るから

久々にﾐｿﾗｰﾒﾝを作りました。

これがﾄﾞﾂﾎﾞにﾊﾏってしまって

またﾐｿﾗｰﾒﾝ作って食べたいと思います[:揺れるハート:]
ﾏｼﾞ時々もっそいﾗｰﾒﾝ食べたくなる時あるよね。

あと牛丼も。（笑

ﾗｰﾒﾝと牛丼はﾎﾝﾄ夜中めちゃくちゃ食べたくなる。

あれってなんなんでしょうね。

あれがﾃﾞﾌﾞる元なんですよねー。

ｲｶﾝｲｶﾝ。甘い誘惑。

つーか忠義さん、ﾎﾞﾃﾞｰに自信が持てたようで

今回のﾂｱｰでは脱ぎまくりだそうで[:ラブラブ:]
期待してますよ。忠義さん[:揺れるハート:]
ぜひぜひｴﾛｲﾎﾞﾃﾞｰをさらけだしてくれ[:パー:]

まさに「ﾐｾﾃｸﾚ」状態。

あぁ。今日めっちゃﾌﾞﾛｸﾞ書くの遅いです。

たいした内容も書いてないのに

もう３時間ぐらい経つんですけど[:パー:]
途中お風呂に入ってご飯も食べましたけど[:パー:]（笑
もう今日は書くのやめますわ。

これ以上ﾈﾀ出てこない気がするし[:悲しい:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅ。



2006.12.22 Fri 忠義の笑顔が幸せの近道。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は、昼過ぎに起きて

夕方からﾚﾝｼﾞｬｰの残りを写しててやっとさっき終わりました。

ﾏｼﾞ、目と手が疲れた[:悲しい:]
何が大変だったって

やっかし官動小説ですよ[:たらーっ:]
しかも丸ちゃんって文字の最後に「っ」をつけるから

それがすごく大変でした。

忠義の部分は写し慣れてるから

変換のくせとか覚えてて割と早くできたんだけどね。

丸ちゃんは写し慣れないからﾏｼﾞ疲れた。

この間、ｽｶ☆Ｊを見てて忠義痩せた＝引き締まったなぁって

思った。

ﾋﾟｰｸ時から７〜８ｷﾛぐらい違うんじゃない???
ﾔﾊﾞｽ!!!!
まひるも頑張らないと。

全然運動とかしてないから２ｷﾛぐらいしか落ちないんだよなぁ。

結構夜遅くでも水分取ったりするから

それもよくないなぁって思うし。

もう２０時以降は何も口にしないとか決めないと

まずﾀﾞﾒね[:悲しい:]
でも２１時半頃仕事から帰ってきてお腹空いてるんだよねぇ。

つーかちょっと聞いてー!!!!
ｼｭｼﾞｭが壁掛けｶﾚﾝﾀﾞｰ３６００円ぐらいするやつ

２つ発売して両方買ったのね。

したっけ今度はｽｹｼﾞｭｰﾙｶﾚﾝﾀﾞｰ発売って案内がきて

ちょっとﾌﾟﾁって言ったもん[:むかっ:]
むしろ壁掛けｶﾚﾝﾀﾞｰよりｽｹｼﾞｭｰﾙｶﾚﾝﾀﾞｰの方が



欲しいし[:パー:]
もっそい悩むんですけど[:パー:]
中身見て決めたいけど輸入版だからお店じゃ見れないし[:悲しい:]
はぁ。どうしよ[:悲しい:]

てかてか何気に横Ａまで１週間切ったし[:揺れるハート:]
なんか緊張してきた[:ラブ:]
なんかﾚﾝｼﾞｬｰ写してていろんなことがあったなぁなんて

結構考えちゃったよ[:たらーっ:]
忠義にとって嬉しかったこと悲しかったこと

いろんなことがあった１年だったなぁって思った。

そりゃ人間生きてればいろんなことがあるのは

当然で。

でも出来るだけ忠義には笑顔で過ごして欲しいって思うし、

そんな忠義を見てまひるも笑って過ごしたい。

好きな人の笑顔が１番幸せになれる瞬間だもんね[:揺れるハート:]
だから１秒でも多く忠義が笑顔で過ごせますように。

今日は短いけど

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.12.26 Tue まひるの千秋様は大倉忠義。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

今日は大掃除をしていた大倉担まひるですけどもー。

久しぶり[:ハート:]（笑
もうね、部屋がゴミの巣窟と化してた[:悲しい:]
まだﾘﾋﾞﾝｸﾞからﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ４０本ぐらい持ってきて

それも全部片付けないとならないんで

年内にやらないとなって感じです。

なんであたしの部屋はあんなに汚いんだ???
なんかのだめの部屋とたいして変わらなかったんですけど[:パー:]
最悪[:パー:]
そんな時はまひるの千秋様こと大倉忠義さんを

呼んでしまおう[:グッド:]
なんて大倉忠義さんもｹﾞﾝﾅﾘですよ[:パー:]
うぅーん。

やっぱりｽﾁｰﾙの棚を買おう

まひるの部屋には家具って言ったら

ﾁｪｽﾄぐらいしかないんで圧迫感とかは全然ないんだけど

その分平積みになってるものが多くて

すぐｺﾞﾐの巣窟に[:悲しい:]
まひるたん、逝ってよし　Σ(´Д｀lll)

そうそう、倉’MASなんてｹｰｷﾊﾞｶ食いですよ[:パー:]
職場でも食べて[:家:]でも食べて
ﾒﾘｰ倉’MAS−♪でしたね。
これで忠義ｻﾝﾀが来てくれれば良かったのにーっ!!!!![:ラブラブ:]

はぅ。
とか言ってて忠義ｻﾝﾀの残していった

連載の倉’MASを[:パソコン:]に写す作業が残ってるんですけど[:悲しい:]
今夜からﾊﾟﾁﾎﾟﾁと写し始めないと間に合わないよー[:悲しい:]
まるで別れた彼氏の残していった手紙を

読み返すかのごとく!!!![:悲しい:]
あぁ。ここ早く書いて頑張らないと[:グッド:]



忠義の置き土産か。フッ。（笑

あ。ﾃﾝﾌﾟﾚ新しくしました[:パー:]
なんかﾋﾟﾝｸに毒されてるんですけど[:パー:]
もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞもﾋﾟﾝｸﾘﾇだし[:揺れるハート:]
ま、内博貴の来年復帰を求めてﾘﾇとでも

申しましょうか[:パー:]
さすがにもうよろしいんじゃないでしょうか???

ｼﾞｬﾆｰさん!!!!!!
あぁ、演舞城の時すれ違ってｶﾞﾝ見されたから

その時言えばよかったかしら???
あんな間近のﾜﾝﾂｰﾏﾝでｼﾞｬﾆｰさんに会うことなんて

滅多にないのにねぇ。

ちょっと吹き出しそうになったもん[:ぶー:]
空（＠章大）なんて完璧に笑ってましたがな[:パー:]
ﾎﾝﾄ失礼なｦﾀ２名。（笑

ちなみに只今、「HAPPY２」を見ていません[:悲しい:]
ちなみに前回も見ていません[:パー:]
でもはなまるカフェを見逃したのはｼｮｯｸです[:悲しい:]

ｼｮｯｸなのかよ!!!!![:ショック:]

だって何気に元担ですよ[:パー:]
たぐっちょ。

鎖骨の綺麗なたぐっちょ。

どこを見てるんだ???って話ですけども[:パー:]
それは大倉忠義さんのﾌﾟﾘけつを思う気持ちと一緒です[:ぴかぴか:]
鎖骨とぷりけつと二の腕と胸板は萌えﾎﾟｲﾝﾂですよ[:揺れるハート:]
ﾏｼﾞで。ﾏｼﾞで。

あと手ﾌｪﾁなのでそれが一緒になればまひるの男子における

萌えﾎﾟｲﾝﾂ第５位まで完璧ですよ[:揺れるハート:]

あぁ。じゃ、今からﾌﾞｽ恋見ます[:揺れるハート:]



ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.12.27 Wed あぁ。だから年末は嫌い。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

弟に年賀状作ってって言われて

しかも注文がうるさくてぶっちゃけめんどくさい

大倉担まひるですけどもー。

もう早く言ってよねー[:パー:]
そんなのすぐ出来ないっつーの!!!!!
ﾌﾟﾘﾝﾀｰも[:パソコン:]も[:家:]の会社のやつが新しいから
そっち使って欲しいって言われて

ますますめんどっちぃ[:パー:]
しかも明日横Ａだから明後日しか作る日ないんですけど[:パー:]
しかも仕事終わって帰ってきてから。

殺す気ですか???[:パー:]
だいたい会社のﾌﾟﾘﾝﾀｰなんて写真と手書きの文字

入れられる最新式じゃんよー!!!!
だったらそれでいいじゃんよー!!!!!
何、画像たくさん入れて作らせようとするんですか???
しかも今日、もう２７日ですよ[:パー:]
しかも会社の[:パソコン:]ｿﾌﾄ入ってないから
ＤＬから始まるんですけど[:パー:]
まだ大掃除も途中なんですけど[:ポロリ:]
泣きたくなるわー[:悲しい:]
何???この年末に入ってからの殺人的ｽｹ[:悲しい:]
今日も１５時に早退して[:病院:]行ってきやした[:猫2:]
帰ってきて空（＠章大）から頼まれたｸﾞｯｽﾞの代金下ろすの

忘れたし[:悲しい:]
明日行く前に確実に下ろさないと沈没する[:悲しい:]
今日は早く寝よ[:眠たい:]
むしろこれ書き終わったら寝よ。みたいな。(笑
まだ今日、何も準備してないんだよね。

ﾏﾆｷｭｱも塗ってないし。

かろうじてお風呂に入ったぐらい???

あぁーぁあ。



このﾄﾛさに腹が立つわ[:パンチ:][:パンチ:][:パンチ:]
もう支度は明日朝早く起きてやります[:パー:]
つーか今ﾁｹｯﾄを忘れてることに気付いたので

即効財布と一緒にｶﾊﾞﾝにしまいました[:たらーっ:]
ﾎﾝﾄ完璧にﾔﾊﾞｲ人になってます[:たらーっ:]
ﾎﾝﾄもう寝ますわ。

まだ２０時半だけど[:パー:]
今日はﾎﾝﾄもうｺﾞﾒﾝなさい。

寝かせて[:眠たい:]
明日７時に起きるから[:パー:]

じゃ、ｴｲﾄのみなさん、明日会いましょう。

忠義さん、待っててね[:ハート:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2006.12.28 Thu KANFU魂１２月２８日２部。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

横浜帰りの大倉担まひるですけどもー。

今日７時に起きて行こうと目覚ましｶﾞﾝｶﾞﾝに

かけたのに起きたら８時４５分でした。（ﾁｰﾝ

１０時半の電車に乗らなきゃ間に合わないんですけど[:パー:]
[:家:]から駅まで３０分かかるんですけど[:パー:]
ちなみにまひるたん１４時公演ね。

４０分で支度をして[:家:]出たので
ﾒｲｸも手抜き。髪型も散々。

ﾏﾆｷｭｱも塗ってない。

ノォーン!!!!
こんなんで忠義に会えないとほざきながらも

半ﾍﾞｿ状態でようこそ横Ａへ。

しかももっそいｸﾞｯｽﾞに時間がかかること!!!!
あんなひどい目にあったの初めてですよ[:パー:]
しかもﾏｼﾞｶﾙﾊﾞﾝﾄﾞ売り切れ。ﾊﾟﾝﾌ売り切れ。

空（＠章大）に頼まれたやっすんのｸﾘｱﾌｧｲﾙ売り切れ。

ｸﾞｯｽﾞ売り場をうろうろしてる間にｺﾝｻｰﾄ始まる。（ﾁｰﾝ

忠義のﾄﾞﾗﾑから始まるのに見れませんでしたから[:パー:]
忠義さんｺﾞﾒﾝなさい[:悲しい:]
でもとりあえず何が良かったってまた

「Butterfly I Loved」が見れたこと[:揺れるハート:]
なんかもうね、忠義が男前過ぎていつもﾎﾟｶｰﾝって

なっちゃうんだよね。（笑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

何あれは???
なんか歌もﾀﾞﾝｽも表情も全部気になるから

すっごいまん前でｶﾞﾝ見したい[:揺れるハート:]
でもﾎﾟｶｰﾝってなっちゃうんだけど。（重症

すば倉ﾗｲﾌﾞの時がそうだった。(笑
あ。そうそう、それでね、今日Webの更新日じゃないですか???
横山さん、忘れてることに歌ってる最中に気付きました。

で、MCでその話になって実はもう１人忘れてる人がおんねんって
話になって。



で、亮ちゃんが忘れたって言ったんだけど

１８時更新じゃないですか???
とりあえずこの場でなんとかしようってことになって

ヨコと亮ちゃんが携帯持ってきてー。

ってｽﾀｯﾌさんに言ってｽﾀｯﾌさんが携帯探しに行ったのね。

確かﾄﾞｺﾓのﾌﾟﾚﾐﾆの白いやつがヨコで赤いやつが亮ちゃん。

何気におそろ。

で、結局エイトメン全員の携帯を持ってくるも

ヨコの携帯がなかなか見つからず

他ﾒﾝは自分の携帯をﾎﾟﾁﾎﾟﾁいじる。

で、ヨコが今ここで写ﾒってそれで更新しよって話になるも

どうやらその写ﾒはﾀﾞﾒらしくて。

で、昨日途中まで入れた文章があって

それの最後に「ホトトギス」って入れたらえぇやんって

丸ちゃんが言って結局それで更新。

今、見たらﾏｼﾞでそうなってた。（笑

ちなみにｺﾝｻｰﾄ中にヨコに着信履歴が入ってて

誰か見たらｵｶﾝで。みんな爆笑。

で、亮ちゃんは自分が更新したかどうか気になったので

自分の送信ﾒｰﾙをﾁｪｯｸ。

ちゃんと更新してました。

で、ﾚﾝｼﾞｬｰに誰がどんなこと書いてるのかって

ヨコはちゃんとﾁｪｯｸしてるんですって。

でね、誰がどーでーって話になって

大倉はうまいよな。あれ読んでて彼氏かと思えるもんって

褒められて丸の追伸部分とかもいいよな

って。

すばるもｶｯｺｲｲよなって。

亮ちゃんの連想のやつは面白かったって言って

ヒナちゃんは後半ｻｯｶｰでって話で

さてここでやすですよー。

やすは何書いてる???って言ったら結構やっすんﾏｼﾞｷﾞﾚしてた。
いつものいじられｷｬﾗのやっすんじゃなかった。

ちょっと怖かったよ。安田くん[:悲しい:]
で、ｺﾝﾄ部分の∞ﾚﾝｼﾞｬｰ今回はﾒﾘｰｸﾘｽﾏｰｽって言って
みんなでｸﾗｯｶｰ鳴らすんだけど

ﾌﾞﾗｯｸだけなくて。



でまたもめるんだけど今回はですね、

すごくいい感じに仕上がってます。

ﾌﾞﾗｯｸが怒ってﾚｯﾄﾞの所持品である機関銃を撃つんだけど

その流れ玉がｸﾞﾘｰﾝに当たってしまって

ｸﾞﾘｰﾝが死んじゃうのね。

で、なんとかの森(名前忘れた
に行ってｵｰﾗを発すれば願い事がひとつ叶う。

でもそれはすごく危険な道のりでって話なんだけど

たぶん章大と丸が一緒だったのかな???
で、その道のりの最中ずっと章大は丸に乳揉まれてた。（爆笑

で、到着してｵｰﾗをみんな発するのね。

そうすると上の丸い筒に各自のｵｰﾗが文字で出てくるのね。

で、ﾌﾞﾗｯｸ以外全員いろんな文字が出てくるのね。

章大は「癒し」で。（ｺﾞﾒﾝあと忘れた。誰かﾌｫﾛｰﾖﾛｼｸ。

で、ﾌﾞﾗｯｸは「自分にはｵｰﾗがない。光の戦士ちゃうねん。」って

どこかいっちゃうんだけど

そこにｸﾞﾘｰﾝが歌いながら現れてﾌﾞﾗｯｸを励ますのね。

で、またﾌﾞﾗｯｸはみんなのとこに戻って頑張ると

今度はちゃんとｵｰﾗが出て

巨大ｻﾝﾀさんが現れｸﾞﾘｰﾝを生き返らせてくれって頼むと

ｸﾞﾘｰﾝが生き返ってそこでﾌﾞﾗｯｸが

ｸﾞﾘｰﾝにｱﾄﾞﾘﾌﾞで「ほら。ｺｰﾝｽｰﾌﾟ飲めよ。」って

手をお皿みたくして渡そうとするんだけど

ｸﾞﾘｰﾝ困って苦笑しながら「後でいい。」って言うんだけど

ﾌﾞﾗｯｸがみんなに突っ込まれて「だってｸﾞﾘｰﾝの困った顔が

見たかったんだもん。」って

言ってまたｺｰﾝｽｰﾌﾟを渡す。（笑

で、ｸﾞﾘｰﾝも反撃に出てﾌﾞﾗｯｸにｺｰﾝｽｰﾌﾟを渡す。

ﾌﾞﾗｯｸ飲み干す。（ちょっとｽﾍﾞﾙ（笑

ｸﾞﾘｰﾝが生き返った時、ちょっとｳﾙってきました。

で、出た。ちょっとだけﾐﾗｺｰ。

忠義がﾄﾛｯｺに乗って出てきた時もっそい近かった[:ラブラブ:]
「たっちょん!!!!」って叫んだらこっち側向いてくれて
さすがにお手振りとまではいかないけど

お手振りのおこぼれをもらった。（笑

ﾅｲｽ東ｽﾀﾝﾄﾞ[:グッド:]
ちなみにｱﾝｺは関風とｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｽ。



とりあえず今日はこれだけ。

また追々書いていきます。

エイトのみなさん、明日でﾂｱｰ終わりますね。

お疲れ様でした。

最後までﾌｧﾝを楽しませてそして楽しんでください。

で、終わってから友達と会う約束になってたんだけど

全然連絡取れず

他の友達と会うことに。

今回はあき（＠忠義）とナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）に

会いました。

もうﾎﾝﾄあきとかおしゃれさんで可愛いし、

ナナ美ﾁｬﾝはやっかし美少女だし、

激しく裏山ですよ[:ラブラブ:]
なんかﾁｮｰﾀﾞｻﾀﾞｻのあたしはちょっと恥ずかしかったです[:ポロリ:]
ちょっとしかお話できなかったけど

楽しかったです。

またゆっくりとご飯でも食べながらお話しましょう。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。
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2006.12.31 Sun ２００６年お世話になりました。

２００６年も今日で最後になりました。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今年１年ﾎﾝﾄにすごく良い１年だったし、

いろいろ考えさせられる１年でした。

エイトにもたくさん会えたし、

そのひとつひとつがすごく幸せで

勉強にもなったし、楽しいことばかりでした。

忠義のことで悩んだこともあったけど

でもやっぱり会うたびに好きになるし、

忠義の表情ひとつや言動ひとつで一喜一憂してしまう

自分が結構好きだったりして。（笑

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにｴｲﾄにありがとう。

忠義にありがとう。

そしてまひるを支えてくれたみんなに感謝しています。

ありがとう。

来年もﾖﾛｼｸお願いいたします。

まひるの中でちょっと最近は忠義熱が落ち着いていて

前みたく好き。好きって感じじゃなくて

冷めたわけでもなくて。

でも２８日に関風ｺﾝ行ってやっぱり

好きだなぁって思った。

忠義の笑顔に癒されてる自分がいて。

すっごい胸がﾄﾞｷﾄﾞｷして

あぁ、やっぱりこの人について行こうって思った。

来年も自分のﾍﾟｰｽで応援していきます。

忠義、ありがとう。

２００７年もみなさんにとって

幸せな１年でありますように。



よいお年を〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。
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2007.01.02 Tue あけましておめでとう。

あけましておめでとうございます。

いやー。２∞７年突入ですよ。
こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんかしかも元旦から仕事だったんですけど!!!!![:パー:]
なんかしかも帰ってきたらｵｶﾝがこたつで爆睡してて

ご飯の準備してなかったし、家に鍵かけてたんですけど!!!!![:パー:]
なんかしかも絶対ｵｶﾝの間違えなのに

一歩も譲らないからｹﾝｶになりました。（ﾁｰﾝ

元旦そうそう何やってるんだ???
って話ですよ。

出だし最悪[:悲しい:]
それでもうｲﾗｲﾗしちゃったから早く寝ようと思ったんだけど

全然眠れずとりあえず[:パソコン:]でもやろうかなと思って
起きてみました。

とりあえず年末年始出たらお正月休みくれるってゆーんで

そんなわけで明日（もう今日ね）から金曜日までお休みです[:揺れるハート:]
たぶんね、どこにも出かけない[:パー:]
まず今日から３日までｵﾄﾝとｵｶﾝが旅行なのね。

だから留守番しないとならなくてそれでまず２日間の

ﾋｯｷｰがお約束されたわけで[:グッド:]
もう[:テレビジョン:]か[:パソコン:]か[:読書:]かって
生活送ったる。

あとｼｭｼﾞｭのDVDが手に入ったので
それ見てー[:揺れるハート:]
あ。ｼｭｼﾞｭの話、最近しなくなったでしょ???
ｼｭｼﾞｭ専用のﾌﾞﾛｸﾞ作ったからあんまりここで書いてないんだよね。

なんか自分のﾌﾞﾛｸﾞなんだから何書いてもよくね???と
思うんだけど不評のようなので

そっちのﾌﾞﾛｸﾞで書くことにしました。

でも時々ﾋﾁｮﾙの話とかも出てくると思うし、

それはやっぱりまひるの好きなものなので

ﾋﾁｮﾙを好きなまひるも受け入れて欲しいなと思います。



人間何事にも興味を持つということはすばらしいことだと

思います。

ひとつのことしか興味持てなかったら寂しいじゃない???
まひるはどっちかというと何事も興味津々な方なので

特に音楽に関しては。

それに韓国語の勉強楽しいし[:ぴかぴか:]
なんかエイトのこと、忠義のことｼｭｼﾞｭのことﾄﾝﾊﾞﾝのことで

生き生きしてる自分がすごく好きだし[:グッド:]
なので２∞７年もそんなこったﾊﾟﾝﾅｺｯﾀでまひるたんは
生きていきます。

うーん。今年の目標。

韓国語をﾏｽﾀｰして韓国に行くこと。（年内には無理かもだけど）

今年も自分の出来る範囲で決して他がおざなりに

ならないようなエイトの応援を出来たらいいなって

思います。

自分のﾍﾟｰｽで。

決して忠義のために仕事してるわけじゃないし、

自分の夢、目標のために今の仕事選んだんだし、

でも数ヶ月前までは仕事がｲﾔで

忠義に会うために頑張ってるんだって思ってた。

その目標も決して悪いものじゃないけれど

でもやっぱり自分の身になる仕事の仕方を

したいなって思ったの。

もし忠義に会った時に恥ずかしくない自分でいたいから。

ただのｦﾀ人生で終わりたくないから。

今のまひるじゃ全然恥ずかしくて忠義の前になんて

出られないけど[:ポロリ:]
でもいつか頑張ってやるんだ。

中身もﾋﾞｽﾞも磨いて忠義に会えるその日まで。

それが２∞７年の目標かなぁ[:揺れるハート:]
いや、永遠のﾃｰﾏかも。

今年がみなさんのますますの飛躍の年になりますように。



関ジャニ∞　大倉忠義担当＊福原まひる

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

仕事が休みの間にやりますね。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。
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2007.01.03 Wed 内博貴のエイト復活を待ってます。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日はﾎﾝﾄほぼ１日爆睡[:眠たい:]
年末の疲れが出たのかﾎﾝﾄ寝てた[:眠たい:]
「ぷっすま」を見ようと[:テレビジョン:]つけてたのに
やまぴーが出るまで我慢できずにそのまま撃沈[:眠たい:]
さすがにこれだけ寝たら夜眠れないだろうなって思ってたのに

関係ないね。

また夜もすぐ寝ました[:眠たい:]

そうそう、京ｾﾗﾄﾞｰﾑに行くかどうしようか迷ってて[:たらーっ:]
なんか東京ﾄﾞｰﾑってだけでちょっと行く気半減するのに

大阪ですよ!!!!!!
でもなぁ、ｵﾘｽﾀで忠義がいつかここでやりたいって言ってたから

やっかし行くべき???
とも思うんだよねー[:てれちゃう:]
後は仕事の休みが取れるかどうかわからないから

１人でﾁｹ申し込むか。

よっしゃー。行くことに決めた。

ｸﾞｯｽﾞも欲しいしね[:揺れるハート:]
ﾄﾞｰﾑなんていつぶり???
たぶん滝つのﾃﾞﾋﾞｭｰの時の東京ﾄﾞｰﾑ以来ですよ[:パー:]
しかも京ｾﾗﾄﾞｰﾑとか初めてよ[:パー:]
うーわ。もっそいﾄﾞﾁﾄﾞﾁ[:ラブ:]
でもﾎﾝﾄにすごいな。

最初は松竹座の舞台さえ満員に出来なかった人達が

ちょっとの間でﾄﾞｰﾑでやるようになるなんて。

それはﾎﾝﾄにｴｲﾄﾒﾝの努力だと思うし、

素直におめでとうと言ってあげたい。

８人じゃないのがﾎﾝﾄに悔やまれるけど

でもﾋﾟﾛｷも研修生として戻ってくるわけだし、

それは微妙な心境なんだけど



でも復帰があり得ないわけじゃないってこと。

望みはあるんだってこと。

それを信じて待ちたいと思う。

研修生がどの程度の露出があるかも

全然わからないけどそれでも

ﾋﾟﾛｷを信じて待ちたいと思う。

今までずっと待ってきたんだもん。

これからだってﾋﾟﾛｷがｴｲﾄに戻ってくるまで待つよ。

Webとか見るとぶっちゃけ寂しいけど
でもちゃんとﾋﾟﾛｷに戻ってくる意思があって

それで研修生として頑張ろうって気持ちがあるんだもん。

１日も早いﾋﾟﾛｷのｴｲﾄ復活を願ってます。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。
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2007.01.04 Thu ★コメレス★

お久しぶりでーす。

ﾎﾝﾄお待たせしちゃってｺﾞﾒﾝなさい。

忙しくてｺﾒﾚｽもままならなかったので

今日はやっとｺﾒﾚｽをやりたいと思います。

よろしく〜。

ｺﾒﾚｽ

みおり（＠忠義）

和子（＠忠義）

りあさん（＠すばる）

ひろこさん（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

りこさん（＠仁）

まみさん（＠忠義）

コトさん（＠忠義）

になさん

優香さん（＠忠義）

なつみ（＠忠義）

かいさん（＠忠義）

あやなさん（＠忠義）

真冬（＠忠義）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

りりかさん（＠忠義）

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

今日のｺﾒﾚｽは１２月１６日までのやつです。

ﾎﾝﾄ亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝなさい。

今日はこれが限界なんです[:悲しい:]
明日美容院行かなかったら続きやりますねーん。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。 みおり（＠忠義）
あ。ﾒｰﾙくれー。（笑

是非に是非に。（笑

ｸﾞｯｽﾞね、結局ﾊﾟﾝﾌとﾏｼﾞｶﾙﾊﾞﾝﾄﾞと相方に頼まれた

章大のｸﾘｱﾌｧｲﾙが買えなかったからﾄﾞｰﾑの時、ﾊﾟﾝﾌとﾏｼﾞｶﾙﾊﾞﾝﾄﾞが

変わってなければいいなって思ってるんだけど。

なんかｽﾄﾗｯﾌﾟ１ｺしか買わなかったんだけど

やっかし２ｺ買えばよかったなぁって思った。

ﾎﾝﾄ今頃はﾈｯｸﾚｽﾄｯﾌﾟが忠義の下に戻ってるといいなぁって

思います。

これからもｺﾝｻｰﾄのあり方が問われると思うんだよね。

ﾏﾅｰ守って気持ちよくｺﾝｻｰﾄをやって欲しいし、

見たいし。

光に似てる中学生ﾏｼﾞかわいい。（笑

あ。これから同担として改めてﾖﾛｼｸね。

つーかみおりが１６歳だって昨日初めて知ったんですけど。（笑

遅くなったけど誕生日おめでとう!!!!!
ずっと大学生ぐらいだと思ってました。（笑

ちなみに今の髪型はすっごい普通なの。（笑

日本人形みたいな感じなのよ。

真っ黒で。

これが似合わないんだなぁ。

ﾏｼﾞで。

明日か来週ぐらいに髪切ろうと思って。

ｳﾙﾌっぽ感じにしたいなぁと思って。

和子（＠忠義）

F4解散しちゃうんだ???
なんかTBSだっけ???
深夜枠でF4の花男やってて
すごく見たいって思ってたんだけど
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TBSは映らないのよねー。（涙
ｶﾞｯｶﾘですわ。

ﾋﾁｮﾙ相変わらず駄々ﾊﾏﾘですよ。

写真の写り方によるんだけど

実際はヨコにも章大にも似てないんだよね。（笑

BiDaNは何気に今月号もよかよ。（笑
買った???
あ。２８日会えなくてｺﾞﾒﾝなさい。

次回機会があったら是非に。

りあさん（＠すばる）

先月お金あるだけ使ってしまったら

ｵｶﾝにすごく怒られたので今月から節約生活です。

福岡の初日はどうでしたか???
なんか前回ｴｲﾄｺｰﾙが変わってしまっていた唯一の場所ですよね。

今回福岡ではｴｲﾄｺｰﾙどうでした???

ひろこさん（＠忠義）

初生忠義はいかがでしたか???
やっぱりｶｯｺｲｲですよね。

基本的にたちょの髪型はどれも好きなんですが

長めが好きですね。

ｾﾝﾀｰ分けも好きだったんですけど

今の前髪あるﾊﾞｰｼﾞｮﾝも好きですね。

あ。大倉山って駅知ってますよー。

一応東京出身なんで。

ひろこさん、地元なんですか???
なんか妙に裏山ｼｽです。（笑

ゆか（＠忠義）

ﾎﾝﾄ忠義さん大活躍だったね。

なんかﾎﾝﾄに忠義人気はとどまるとこを知らないね。（笑

びっくりですよ。

あぁーぁぁ。２８日ｺﾞﾒﾝねー。



用事があっていろいろ友達から受け取らないとならない

ものとかあってその約束であたふたしてて

結局その友達には会えずじまいで

ナナ美ﾁｬﾝとあき（＠忠義）に帰り際に会ったぐらいなんだよね。

次は京セラかな。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

前髪のある忠義、久々に見ましたねー。

なんかもっと全体的に短く切ったのかと

思ってたんですけど特にそう変化もなくー。（笑

と思ってるのはまひるだけですか???（笑
ななﾁｬﾝは京セラﾄﾞｰﾑ行く???
えぇ???まじで???
まひるの妄想ﾔﾊﾞｽですか???（笑
変態ですけどいいですか???（笑

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

すっかり寝正月になってしまって

爆睡の日々を送ってます。

何もやってない!!!!!
韓国語の勉強もやってなければﾚﾝｼﾞｬｰをﾊﾟｿに写す作業も

途中まで。

終わってるよ、まひるたん。

ﾃｺﾞﾏｽのCD買った???
まひるは結局買わなかった。（笑

ｽｳｪｰﾃﾞﾝって過激な方多いのね。（笑

りこさん（＠仁）

りこさん、こんにちわ。

ﾒｰﾙありがとうございます。

またﾒｰﾙのお返事させていただきますので

ﾖﾛｼｸお願いします。



まみさん（＠忠義）

ｼｭｼﾞｭ初来日行きたいですぅー!!!!!
って何気にもう明後日ですよね。（涙

なんか最近またｼｭｼﾞｭ新人賞取ったじゃないですか???
その時ﾋﾁｮﾙも赤い衣装きてぴょんぴょん頭で

参加してたみたいなんでﾋﾁｮﾙも来日しそうですよね。

つーか今日辺りには来日してそうですけど。（涙

たつよちゃん可愛いですよねー。（笑

あだ名はなんでもいいみたいなこと言っておいて

自分で「たっちょんだよー。」って言ってるとこが可愛い。

コトさん（＠忠義）

今日、起きたら右足首に激痛の走った

大倉担まひるですけどもー。

今月のBiDaNは３冊買いました。
前髪たちょ萌えです。（笑

そうですね。

ひとつひとつのお仕事がたちょにとったら大切な

お仕事ですし、

決してどんな仕事にも大きい小さいはないと

思います。

頑張れ。たちょ。

になさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

えーと翔くんのﾗｼﾞｵを観にいったのはつい最近のことで

嵐担だった時期もあるのですが

その時は相葉担でした。

限りなく翔ﾁｬﾏ推しの。（笑

それで翔くんのﾗｼﾞｵはFM-FUJIの東京支社の方でいつも
やってるんですがFM-FUJIの本社が移動して新しくなったことを
記念して山梨の本社に翔くんが来たんです。

しかも無料で観覧できるとゆーことだったので

観にいっただけなんですよ。



ﾎﾝﾄ限りなくﾐｰﾊｰで申し訳ないです。（涙

優香さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

「Butterfly I Loved」の着うたｻｲﾄ、
まひるでよければお教えしますよー。

携帯のｻﾌﾞｱﾄﾞが調子悪いので

ﾊﾟｿの方にﾒｰﾙください。

そしたらｱﾄﾞﾚｽお教えします。

なつみ（＠忠義）

ﾗｼﾞｵ聴けるようになった???
まひるは忙しくてここ２週間ぐらいﾗｼﾞｵ聴いてないんだけど。（涙

どっくん番怒良かったよー。

あとすばるのｿﾛもすごい良かったし。

ヨコのｿﾛも面白かったし。

なんか京セラﾄﾞｰﾑとか何気にDVDになりそうとか思ってるのは
甘いですか???（笑
だから京セラﾄﾞｰﾑ、構成変わってなければいいなぁって

思ってるんだけど。

たちょのﾈｯｸﾚｽﾄｯﾌﾟ結局見つかってないのかなぁ???
なんかその後の展開がもっそい気になるんですけど。

丸とヒナに似てる人いるのーん???
見てみたい。

まひるの身近にいる人で誰かに似てる人って言ったら

照史ぐらい???（笑
ﾏｰｼﾞ照史に似てるんだって!!!!!

かいさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

そしていつも見てくださってありがとうございます。



テイチクさんにﾒｰﾙ送るのはﾃｲﾁｸさんのHPのﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞの下に
お問い合わせってとこがあるので

そこからﾒｰﾙを送ると良いと思います。

京セラﾄﾞｰﾑが何気DVDになりそうかなぁって
思ってるんですけど

そしたら今回と構成変わってなければいいなぁと

ひそかに思っています。

あやなさん（＠忠義）

あ。あのﾒｰﾙあやなさんだったんですか???
ｺﾞﾒﾝなさい。

ﾒｰﾙくださる時は必ず名前入れてくださいね。

たくさんの方からﾒｰﾙいただくので

ｱﾄﾞﾚｽだけでは全く誰だかわからないので。

ﾄﾞﾗﾑﾗｲﾝは面白いですよ。

買って損はないと思います。

真冬（＠忠義）

胃ｶﾒﾗだけは一生やらずに済ませたいと思ってまふ。

まひるはどうしても不思議ﾁｬﾝｷｬﾗを選んでしまう

傾向があるらしい。

なんかしかも全然意識してないんだけどねぇ。

真冬自身が不思議ﾁｬﾝｷｬﾗなんだ???（笑
なんとなく納得。（笑

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

まひる、たった今までWebの写真の枚数なんて
数えてなくて今、ナナ美ﾁｬﾝのｺﾒﾝﾄ見て数えました。（ﾊﾞｶだ

ﾈｯｸﾚｽﾄｯﾌﾟ誰が拾ったか確認まで出来てるのに

それをその場で返さなかったのはちょっとねー。

まぁ、その状況を見てたわけじゃないから

なんとも言えないんだけどね。

でも今頃は忠義の下に返ってるといいなぁ。

そんな忠義やｴｲﾄやeighterに不愉快な思い



させてまで持ってるﾈｯｸﾚｽﾄｯﾌﾟなんて

嬉しくもなんともないよね。

りりかさん（＠忠義）

明日、郵便局行ってくるねー。

だよね。

今回CDの音がすごくよくなっててｲﾝﾄﾛから
「おぉー。」って感じだったよね。

まひるもどの曲も好き。

ｴｲﾄの曲ってすごく暖かくて好きだな。

eighterで良かったってﾎﾝﾄに思う。
とにかく２月にりりかさんに会えるのが

楽しみです。

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

なんか制服参戦って逆に目立ちそうで

裏山ｼｽです。

いやはや、横ｱﾘのｽﾀﾝﾄﾞって１番上なんですよねー。

横ｱﾘはｾﾝﾀｰ席があってｱﾘｰﾅがあってｽﾀﾝﾄﾞなので

ま、微妙なんですけど。

でもとりあえずﾄﾛｯｺで忠義が近くに来てくれたので

それだけで満足なんだけどね。（笑



2007.01.04 Thu 初夢。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽ途中までですが

やりましたのでﾁｪｯｸしてくださいねーん[:揺れるハート:]
つーかﾎﾝﾄ亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝなさい。

しかも今日、全然[:パソコン:]の画面が見えなかったので
あれぐらいのﾚｽに４時間もかかりました。（ﾁｰﾝ

しかも今頃になって眼鏡装着[:ぴかぴか:]

ﾊﾞｰｶｰか???

つーかそうそう、元旦、初夢見ましたよー[:ぴかぴか:]
でも忠義出てこなかった[:悲しい:]
なぜか亀梨和也に手を引かれ走る夢。

ひたすら亀ﾁｬﾝですよ[:てれちゃう:]
嬉し恥ずかし亀梨和也ですよ[:てれちゃう:]
なしてですのん???
いやね、夢の中ではﾙﾝﾙﾝだったんですけど[:揺れるハート:]

しかーし!!!!!
やっかしここは大倉忠義さんとお手手繋いで

ﾙﾝﾙﾝでいきたいじゃないですか???
きっと忠義は誰か他の人と夢の中でﾙﾝﾙﾝだったに

違いない!!!!!ちっ。

大倉忠義ｶﾑﾊﾞｰｯｸ!!!!!
忠義が他の女子にうつつを抜かしているから

まひるたん、涙が出てきちゃったじゃないですか[:ポロリ:]
↑ただの寝すぎで眠いだけ。

そう、なんかすでにヒチョル（super junior）のｷｽｼｰﾝは
見てしまったので最後の砦の大倉忠義さんのﾁｯｽｼｰﾝは

絶対に見たくないのである[:悲しい:]
悶え死ぬわ[:悲しい:]



ずぇーったい無理!!!!!
想像だけで死にそうだもん[:悲しい:]

ここまで書いておいて今日はﾎﾝﾄ全然[:パソコン:]の
画面が見えないのでこの辺で。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽの続きは明日できたらやります。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.01.05 Fri ★コメレス★

ｺﾒﾚｽ昨日の続きやります。

ﾎﾝﾄお待たせしてるみなさんｺﾞﾒﾝなさいです。

そしてこんなﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒﾝﾄくれるみなさん

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにありがとう。

みなさんのｺﾒﾝﾄ、ﾒｰﾙが１番の励みです。

ありがとう。

ｺﾒﾚｽ

ﾁｭﾝﾁｭﾝさん（＠忠義）

みずき（＠章大）

しぃか（＠忠義）

小春ﾁｬﾝ（＠章大）

みみさん

ユエさん（＠忠義）

名無しさん

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

みおり（＠忠義）

結希さん

なつみ（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

なっつん（＠忠義）

あゆっちさん（＠雄一）

色葉ﾁｬﾝ（＠忠義）

りあさん（＠すばる）

ひろこさん（＠忠義）

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

和子（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。 ﾁｭﾝﾁｭﾝさん（＠忠義）
あけましておめでとうございます。

今年もｶﾞｯﾂﾘｶﾑでお願いします。

さすがみんなのｱｲﾄﾞﾙ大倉忠義ですよね。

ｦﾀ心をつかむのがうまいです。

もうﾊｰﾄをぐわしっとわしづかみですよ。

実際あんな甘甘な彼氏だったら毎日腰砕けですよ。（笑

あぁーぁぁ。想像しただけで萌えるわぁ。

あ。たくさんﾒｰﾙありがとうございます。

後でお返事しますね。

なんか忠義さん、お酒入ったらｴﾛに歯止めが

きかなくなりそうだと思ってるのはまひるだけですか???
そんな大倉忠義に更に萌え。（笑

ｴﾛｶﾞｯﾊﾟめ。

横ｱﾘ、最高でしたね。

ｵｰﾗｽ、ﾎﾝﾄ行きたかったなぁ。

あとﾁｭﾝﾁｭﾝさんのﾒｰﾙ読んでてﾎﾝﾄ良かったなぁって

思いました。

あ。まひるも１人参戦ですので

もし行けるようでしたら向こうで早めに合流してご飯でも

どうですか???
まひるも『８→１』がすっごいずっと気になってて

昨日更新になった時、即効見て「うーわ。」

やっぱり忠義さん信じてついていこうって思いました。

あーぁ。まひるも休みぼけとかおこしてそう。

明日起きれるかなぁ。

みずき（＠章大）

お久しぶりぶり〜。

ﾎﾝﾄ忠義王子にﾒﾛﾒﾛだよー。

あんな彼氏が欲しいです。

あんな彼氏というよりも大倉忠義さんを彼氏に

したいです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


苦労しそうだけど。(笑
章大ってあんまり甘甘な文章書かないよね。

乙女ｷｬﾗのくせに。(笑
でも最近はあんまり乙女っぽくないなぁ。

しぃか（＠忠義）

あけましておめでとうございます。

今年もﾖﾛｼｸね。

まひるもたくさんのeighterの方と絡めて嬉しい１年でした。
ありがとう。

しぃかにとっても良い１年になりますように。

横ｱﾘ、Ｔｼｬﾂ脱いでくれるの期待してたんだけど

まひるが入った回では脱いでくれなかったんだよねー。

ずっとｶﾞﾝ見してたのに

客席にﾀｵﾙ最後投げてたぐらい???
しかも双眼鏡どっかなくしちゃったから

忠義の顔ほとんど見えないし。(涙
ﾄﾞｰﾑまでに双眼鏡なんとかしないと。

ﾎﾝﾄＷｅｂから博貴の名前が消えた時はｼｮｯｸでした。

でも忠義が信じてというので

忠義をｴｲﾄを博貴を信じて待とうと思います。

あ。京セラの時、会いましょう。

是非是非。

ｹｰ番と携帯のﾒｱﾄﾞをﾊﾟｿにﾒｰﾙしといてください。

折り返しまひるもお教えしますので。

で、日付が近くなったら携帯にﾒｰﾙください。

たぶん誰と会うとか忘れやすいので。（苦笑

小春ﾁｬﾝ（＠章大）

お久しぶり〜。

まひるさん、まんまと４連休中です。

なんか気分いいわー。（笑

えぇぇぇぇぇーぇ???（驚きすぎ
まひるの入った回の時は裸にもならず



髪もそのまま至って普通の大倉忠義だったので

やっぱりｺﾝｻｰﾄは地方に行くかｵｰﾗｽ見るかに

限るなぁと思いました。

まぁ、それでも面白いことたくさんあったんですけど。（笑

あーぁぁぁ。もういいです。

大倉忠義さん可愛すぎます!!!!!（１人で納得
大好きです!!!!!

みみさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

まひるの入った横Ａの時は全く忠義さん脱いで

くれなかったんですよー。（涙

すっごいすっごい期待してたのに。(笑
あぁぁーぁぁ。ﾎﾞﾃﾞｰに自信ありの大倉くんが

見たいよー。

侯くんが痩せたら侯くんじゃなくなる。(笑
また遊びに来てくださいねー。

お待ちしてます。

ユエさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ユエさんの入った時はおﾇｰﾄﾞの忠義さん見れました???
まひるの時は全く。（ﾁｰﾝ

短期連載面白かったですよね。

たちょっぽくて好きでした。

また機会があったらやって欲しいですよね。

あ。ありがとうございます。

仕事頑張ります。

また遊びにきてくださいねー。

お待ちしてます。

名無しさん



初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞのﾂﾝﾊﾟ!!!!!
さすが大倉忠義さんはﾊﾟﾝﾂの色もｺﾞｰｼﾞｬｽですなぁ。

あぁ。ぜひ生で見たかったです。

なんか地方地方いろんな忠義伝説があって

いろんな人の話聞いてすっごく楽しいです。

また遊びに来てくださいね。

その時はぜひお名前も記入していってくださいね。

お待ちしてます。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

あけましておめでとう。

今年もﾖﾛｼｸね。

なんかたちょ、文章とか書くの好きそうだから

彼女になったらたくさんﾒｰﾙくれそうとか勝手に妄想。

なんか痩せたってゆーといかにﾌﾞﾀｼｬﾝだったのかって

感じがするので勝手に引き締まったと言っています。

ﾔﾊﾞｽ!!!!かっちょええ!!!!!
まだ忠義さんのおﾇｰﾄﾞを見てないので

いつか脱ぐ機会がないかと様子を伺ってます。（笑

なんかカウコンとか見てるとﾎﾝﾄたくさんの

すごい先輩達がいるわけじゃないですか???
あれはﾎﾝﾄ、ｼﾞｬﾆｰｽﾞ事務所ってすごいなって思うね。

京セラﾄﾞｰﾑ行けたらいいね。

まひるは今日、申し込みしてきました。

なんか１公演しかないから当たるかﾄﾞｷﾄﾞｷなんだけどね。

みおり（＠忠義）

あけましておめでとうございます。

今年もﾖﾛｼｸね。

まひるもたくさんのeighterの方と絡めてすごく
幸せな１年でした。

さてさて相変わらずﾚﾝｼﾞｬｰと倉’masをﾊﾟｿに写す作業に
追われてます。



必死です。（目が怖いよまひるたん

なんか休みも今日までで明日からまたすったもんだと

働かなくてはならないかと

思うと結構悲しい。

↑寝てばっかいたくせに。

関風ｺﾝ楽しかったよね。

なんか無茶ﾌﾘをされてるｸﾞﾘｰﾝがすごく可愛かったし、

去年は忠義にとって大きな１年だったんじゃないかなぁ

って思います。

あ。うんうん。いつかみおりと会って話したいな。

結希さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。ﾌﾞﾛｸﾞいつも見てくださってありがとうございます。

嬉しいです。

そうですか???
たちょに似てまっすぐですか???
（妙にﾆﾔﾆﾔ）

でもｴｲﾄﾒﾝ全員ｽﾃｷですからなかなか担当って

決められないですよね。

まひるもたちょのこと意識してみるようになってから

自担になるまで３年ぐらいかかってますし。

別に担当にこだわる必要ってないと思いますよ。

結希さんのような方他にもたくさん

いらっしゃると思いますし。

ありがとうございます。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

お互い頑張りましょう。

昨日の忠義のﾚﾝｼﾞｬｰ良かったですよね。

なんかいつも忠義に助けられてしまうんですよね。

ﾋﾟﾛｷのことで不安に思ってると

いつも優しく忠義が救ってくれます。

そんな大倉忠義だからこそあたしはﾌｧﾝをやめられないんでしょうね。

昨日のﾚﾝｼﾞｬｰ見てまた８人でやれるって思いました。



なつみ（＠忠義）

年賀状とﾒｰﾙありがとうねー。

ﾒｰﾙはまたお返事するね。

横Ａ行ってきたよー。

やっぱりｴｲﾄｺﾝって楽しいね。

今度は京セラﾄﾞｰﾑに行けたらいいな。

一応さっき申し込みはしてきたんだけど

１公演しかないからﾊｽﾞﾚそうで怖いよ。

今年もﾖﾛｼｸね。

いっぱい絡んでくれると嬉しいです。

りりかさん（＠忠義）

りりかさんに会えないのは残念だし、

りりかさんも京セラに行けなくてｶﾞｯｶﾘだと思うけど

でもきっと次があるから。

忠義を信じて。

昨日の忠義のﾚﾝｼﾞｬｰの言葉がすごく一生懸命で

涙が出ました。

頑張るから!!!!って。
ありがとう、忠義って言いたかったです。

「Name of Love」まひるもすごく好きです。
まさかまた聴けるなんて思ってなかったし、

しかもｻﾋﾞ前までの演出。

にくいです。

大好きな人達と少しでもたくさんの時間を過ごせたことに

感謝だよね。

去年は舞台やらｺﾝｻｰﾄやらで結構会える機会が

多くてﾎﾝﾄに嬉しかった。

今年もそんな１年に出来たらいいなって思います。

「好き」がたくさんあることってそれだけ幸せなことなんじゃないか

って最近思います。

嫌いが多いより好きが多い方が幸せだよね。

気持ちに余裕があるってことにも繋がると思うし。

だから常にいろんなことに興味持って生きていきたいし、

いろんなこと追求して少しでも自分探しが出来たら



いいなって思います。

いい女目指してお互い頑張ろうね。

今年もﾖﾛｼｸ。

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

この間は寒かったからね。（笑

今度は暖かいところでゆっくりお茶しながら

話せたらいいなって。

まひるも関風ｺﾝが去年で１番楽しかったかな。

すば倉ﾗｲﾌﾞは別として。

なんかすば倉ﾗｲﾌﾞはまひるの中でネ申だからね。

あ。ﾎﾝﾄｸﾞｯｽﾞ頼んじゃったりしてｺﾞﾒﾝねー。

全然気にしないで。

なっつん（＠忠義）

あけましておめでとうございます。

今年もぜひぜひﾖﾛｼｸお願いします。

そうですね。

今年はなっつんさんも是非ｴｲﾄに会えるといいですね。

やっぱりたくさんのeighterの方がｴｲﾄに会って
幸せ分けてもらえるのが１番だと思います。

あ。年賀状ありがとうねー。

すごく嬉しかったよ。

あゆっちさん（＠雄一）

あけましておめでとうございます。

あゆっちさんのいつも愛あるゆっちへのｺﾒﾝﾄ

楽しみにしてます。

今年もﾖﾛｼｸお願いします。

また遊びに行きますねー。

色葉ﾁｬﾝ（＠忠義）

あけましておめでとうございます。



今年もﾖﾛｼｸねー。

あ。ｹｰﾀｲＨＰ教えてくれてありがとうー。

ぜひぜひ遊びに行くねー。

パソの調子悪いんだね。

なんかﾊﾟｿ使えないと不便だよね。

まひるはﾒﾓﾘｰがいっぱいなので

ﾒﾓﾘｰ増設でもやろうかなぁなんて思ってます。

でも冬場は静電気が怖いので春になったら???（笑

りあさん（＠すばる）

すごいすごい。

ｴｲﾄｺｰﾙとか最初言い始めるのとかめっちゃﾄﾞｷﾄﾞｷですよね。（笑

それを成し遂げたりあさんはさすが男前担ですね。

なんかｺﾝ初めてとか初々しい感じでまたそれも

ｴｲﾄにとったらたまらないんでしょうね。（変態か???
まひるなんてｼﾞｬﾆｰｽﾞ以外も含めたら４００本ぐらいﾗｲﾌﾞ見てますよ。

病気ですよ。病気。（笑

ひろこさん（＠忠義）

大倉山知ってますよー。

しかももう1ｺのﾌﾞﾛｸﾞは以前はﾔﾌﾟﾛｸﾞでやってたんですけど
ﾔﾌﾟﾛｸﾞの広告でしばらく右上のとこに

大倉山の何かの広告がずっと出てましたもん。

うーわっ。初夢、亮ちゃんですかー???
別に亀ﾁｬﾝが悪いわけでもなんでもないんですが

やっかしｴｲﾄﾒﾝが良かったです。（涙

って夢の中ではﾙﾝﾙﾝでしたけど。

よしくんは誰の夢に出てたんでしょう???

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

ゆりえﾁｬﾝの年賀状見て「８人だ!!!!」って思ったもん。（笑
いえいえこちらこそ今年もﾖﾛｼｸです。

やっかしゆりえﾁｬﾝの席はﾐﾗｺｰ席が多いんだよ。

絶対ゆりえﾁｬﾝの足元に住んでやる。



初夢、８人だったのーぉん???
ﾐﾗｺｰ!!!!ﾌﾞﾗﾎﾞｰ!!!!
よしくんはゆりえﾁｬﾝの夢の中でﾈﾑﾈﾑしてたのね。（笑

和子（＠忠義）

あけましておめれと!!!!!
おばあちゃん回復してよかったねー。

まひるもおじいちゃんが長く入院してるから心配でね。

はぅ。そう、ﾒｰﾙするって言ったじゃん???
何の用事でﾒｰﾙするって言ったか忘れちゃって

昨日ずっと考えてたんだよね。

ｺﾞﾒﾝ、なんだっけ???（すっごい痴呆
もしかして年賀状の住所教えるってゆーﾒｰﾙだった???（ﾊﾞｶだ
年賀状にﾋﾁｮﾙも入れちゃいましたー。（笑

Ｆ４すごい人気だよねぇ。

でもね、あれはﾊﾏる。

と最近ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化しつつあるまひるの頭の中。

今までだったら海外に絶対目は向けなかった。

ﾘﾝｸＯＫだよー。

早速ﾘﾝｸ貼っておくので時間ある時に確認してみてください。

すっごい親ﾊﾞｶな気分。（笑



2007.01.05 Fri 大倉担で誇りに思う。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、美容院行ったったよ[:悲しい:]
なのに何も変わってないのはなぜ???
一応茶髪にはなったんですけど

まひるの求めてる茶色じゃなーい!!!!!
だってほぼ黒いもん。（元金髪少女）

でも金髪にすると職場で怒られるしな。

ﾉｫｰﾝ!!!!
誰か金髪でも怒られない職場を紹介して[:ハート:]
まひるたん、また来月も美容院行くとｵﾓｳﾖ[:たらーっ:]
たぶん短くしちゃうとｵﾓｳﾖ[:揺れるハート:]
しかも段を入れたのに縮毛矯正かかってるから

何も見た目変わらないし[:悲しい:]

ﾉｫｰﾝ!!!!
もうさすがに１年ぐらい同じ髪型してると飽きてくる。

なので来月また美容院行って切ってきまふ[:揺れるハート:]
そ。そ。ついでにｼｬﾝﾌﾟｰ変えてみました。

なんか前から変えようと思ってたんだけど

なくなりそうになるとｵｶﾝが同じやつ買ってきちゃうから

変えられなくて。

今日やっとﾊﾟﾝﾃｰﾝにしてみました[:ぴかぴか:]
あ。つか今、美容院に[:電話:]して明日の午前中に
ｶｯﾄしてもらうことに決めた[:揺れるハート:]
って空（＠章大）に報告したら

せっかく伸ばしてたのにーって言われた。

いいんです。切っちゃうんです。

いやー。早く美容院行きたいな[:揺れるハート:]
ｲﾒﾁｪﾝ。ｲﾒﾁｪﾝ。

２０ｾﾝﾁぐらい切ることになるんで

ま、２月に会う人はお楽しみに。



あ。今日、京セラﾄﾞｰﾑのお金振り込んできた[:てれちゃう:]
もう１公演しかないから当たるかどうかﾄﾞｷﾄﾞｷなんですけど[:ラブ:]

当たれ〜。

当たれ〜。

呪いか???

なんか今日は[:パソコン:]の画面がよく見えて
快適です[:ぴかぴか:]
昨日とかﾎﾝﾄ全然見えなくて眼鏡しても

全然見えなくてしかもﾐｽﾀｯﾁが多くて

ｺﾒﾚｽするのにもっそい時間がかかって

[:パソコン:]人生あんなにつらかったのは初めてだ。（大げさ

なんかね、休みの間、まひるたん寝倒した。（笑

ﾏｼﾞ、普段の睡眠不足を解消するかのごとく寝たね[:眠たい:]
確実に２１時には寝てたね[:眠たい:]
で、夜中ふと起きたりしてまた寝てって

感じで結局お昼ぐらいまで寝てて

明日から仕事無事なのか???とか
思ったりして[:パー:]
まひるにお休み与えてもろくなことはないなと。

ﾊﾀﾗｹ。[:パー:]

あ。今日相ﾘﾝさん２つ増えました。

前々から交流のある和子（＠忠義）となつみ（＠忠義）です。

是非是非遊びに行ってみてね〜[:揺れるハート:]
つーかこのﾌﾞﾛｸﾞ、何気に大倉担との相ﾘﾝ

むちゃ多くね???（笑
全然同担ｶﾓﾝの人なので全然OKなんですけど[:パー:]



むしろ嬉しい[:揺れるハート:]
↑え???何???気持ち悪い???（ほっとけ
ぜしぜし全国のeighterの方ｶﾓﾝですよ。

ｶﾓﾝ!!!!![:グッド:]

つーか昨日のﾚﾝｼﾞｬｰの大倉忠義ですよ!!!!
なんかいっつもﾋﾟﾛｷのことで不安になったりすると

それを察知して絶対ﾚﾝｼﾞｬｰでｺﾒﾝﾄくれるのね。

もう号泣でした。

いつもそのたびに思う。

大倉忠義を好きで良かったとすごく誇りに思う。

忠義の優しい言葉に救われる。

きっとｴｲﾄのみんなも同じ気持ちなんだね。

忠義だけじゃない

すばるだって

亮ちゃんだって

丸ちゃんだって

章大だって

ヒナちゃんだって

ヨコだって

みんながみんな博貴のことを案じ、

ﾌｧﾝに一生懸命答えようとしている。

だからあたし達も何かをするんじゃなく

静かに見守ってあげるのが１番だと思います。

何か行動をおこせばまた事が大げさになって

博貴の復活も遅れる。

だから心の中で念じよう。

博貴のことを見守ろう。

何かするとかじゃなく常に心に博貴を思って

あげたらそれでいいとあたしは思う。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

Ｐ．Ｓ．

紅白でＷａＴを見ていたｵｶﾝが一言。

「この子達好きだわー[:ラブ:]」
危険。犯罪超えてる。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.01.06 Sat 金のﾋﾟｱｽ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、[:ゆき:]の中、美容院に行ってきました[:悲しい:]
微妙。(笑
でも前髪伸ばしてﾎﾟﾝﾊﾟにでもしようかなって

思ってます。

つかまた髪伸ばします[:パー:]
なんか伸ばしてる過程も何気に楽しいしな。

つかよくすばやん、ﾛﾝ毛飽きないなぁ。

まひるは飽きてしまったよ[:パー:]
今は肩につくかつかないかぐらいの長さ[:ぴかぴか:]
２０ｾﾝﾁぐらい切りました[:パー:]
洗うのも乾かすのもﾗｸでいいです[:揺れるハート:]
微妙だけど[:パー:]
で、まんま仕事に行きました[:てれちゃう:]

あ。そだ。昨日の花男、めたくそ斗真ｶｯｺﾖｶｯﾀ[:ラブ:][:ラブ:][:ラブ:]
ﾓﾃﾞﾙ役似合うよねー[:ラブラブ:]
空（＠章大）と花男見ながら[:メール:]してたんだけど
「ﾎﾝﾄ、まひるは斗真好きだよね[:揺れるハート:]」って言われた。

そうーなんですっ!!!!!
元MAIN担ですから[:パー:]
もう、昨日[:テレビジョン:]見ながら
斗真萌え[:揺れるハート:]
なんか斗真、俳優の仕事もいいけど

ﾓﾃﾞﾙの仕事もどうかなぁって思うんだけど[:揺れるハート:]
って昨日本気で思った[:揺れるハート:]
いかがですか???
ｼﾞｬﾆｰさん!!!!!



あー!!!!!
P誌見てて気付いた。
忠義またﾋﾟｱｽしてる。

しかも金だっちゃ[:揺れるハート:]
剛つんﾊﾞﾘじゃないですか???

ｶｯﾁｮﾖｽ!!!!!
何???それなりに経験を積んだ年上の女性に色気を
感じる???

ﾏｰｼﾞｰでーか???
まひるたん、頑張る!!!!!
BUTまひるのｸﾘｱしてる部分って年上なだけ
なんですけど[:パー:]
色気より食い気の人なんですけど[:パー:]

それはﾀﾞﾒなんでつか???
大倉忠義さん!!!!!
なんか今耳元でﾁｰﾝって聞こえたよ[:悲しい:]

たーだーよーしー!!!!!

もう今日はふて寝するから。

忠義さんのﾊﾞｶﾊﾞｶﾊﾞｶ。

とりあえずﾔｾﾛ[:パー:]

ﾗｼﾞｬｰ!!!!!

ぶっちゃけお正月に太ったかもなんて言わないよ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.01.10 Wed ぐうたら。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーかｼｭｼﾞｭのVCDが届いたので早速見たら
たぶんタイ語だったと思う。（ﾁｰﾝ

つーか韓国語がわからないのに更にタイ語ってあーた[:パー:]
まひるたん、お陀仏だよ[:パー:]
確かねぇ、VCDが２種類あって
韓国盤と国内盤があって国内盤を注文したら

この結果だったわけよ。

つーか国内盤って日本語の帯がついただけってゆーね[:悲しい:]
もうｲﾔじゃ[:悲しい:]
よく見ないまひるも悪いんだけどね[:悲しい:]

あ。しかもご無沙汰[:パー:]
いやね、[:パソコン:]は立ち上げていたんだけど
ﾌﾞﾛｸﾞ書く気力がなくて放置しますた[:悲しい:]
なんか今日もちょっと　ﾊﾞｯｸﾚようかと思ったもん[:猫2:]
↑最悪だ。この人。

ちなみにまだﾍｱｶﾀもFINEBOYSも買ってないだす[:パー:]
ﾏｼﾞ６日にｦﾀ誌買っただけよ[:揺れるハート:]
しかもｦﾀ誌も忠義の金ﾋﾟｱｽ見て萌え〜[:揺れるハート:]って
なって他はまだ全然読んでないし[:悲しい:]
あてくしって何???
まだ自転車少年記も見てないってゆーね[:悲しい:]
関ﾃのﾄﾞﾗﾏはそろそろ見れそう[:ハート:]
最近ﾎﾝﾄ時間がないんだよね[:悲しい:]
雑誌読む時間もないし、

DVD見る時間もないし。
つーかお正月休み爆睡してすごしたのはあてくしですけど[:パー:]
１７時間ぐらい毎日寝てましたけど何か???[:パー:]



もうﾎﾝﾄ最悪だ。

ﾏｼﾞで４日間、食っちゃ寝、食っちゃ寝してたから

ちょっとｼﾞｰﾝｽﾞきつくなってた[:悲しい:]
怖くて体重計に乗ってないです[:悲しい:]
只今、調整中。

今日、面白いこと書けないから

もう寝るわー[:眠たい:]
明日お休みだし、ｼｬｷっと起きてﾌﾞﾛｸﾞ書けたらいいな。

最近どうもﾀﾞﾒなんです。

ｽﾗﾝﾌﾟです[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.01.11 Thu 関ﾃﾄﾞﾗﾏ。３話。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、関ﾃのﾄﾞﾗﾏ３話みました。

どれもすごく面白かった。

ちなみに見た順番は「ﾀﾞﾌﾞﾙ」「蹴鞠師」「ﾀﾞｲﾌﾞ·ﾄｩ·ｻﾞ・ﾌｭｰﾁｬｰ」ね。

「ﾀﾞﾌﾞﾙ」は終わり方がすごく良かった。

なんか始まりがひき逃げをして海外に行って

凱旋ｺﾝｻｰﾄをするってゆう始まりだったでしょ???
だからもうﾄﾞｷﾄﾞｷで[:ラブ:]
でも助けた優しい方のすばるが本物で

ﾎﾝﾄに良かったなぁって思った。

すばるのﾋﾟｱﾉを弾いてるお芝居も自然だったし、

最後ｽﾊﾞﾙが昴の首絞めるんだけど

そこでもっそい涙出てきて[:悲しい:]
丸ちゃんがちょっと重たい話に明るさを添えてて

すごく良かった。

忠義のﾄﾞﾗﾏｰ役がね、またすごいﾂﾝﾃﾞﾚなの。（笑

忠義ﾂﾝﾃﾞﾚ万歳!!!!!
そんな感じですばるの繊細さがすごく表現出来てて

良かったなぁって思った。

で、「蹴鞠師」ね。

もう昼間のヨコが可愛いの[:揺れるハート:]
絶対素だろ???って言いたくなるぐらい食いしん坊だし。
で、あの仮面ｷｬﾗが出た時なんとなく予想はついてた。

忠義だろうなって。

七海慎一は見てて痛々しかった。

蹴鞠師としてヨコと決着つけるために

近づいたとか言ってて。

でも幼馴染なんだよ。

子供の頃から一緒にｻｯｶｰやったりして

一緒に高校でもｲﾝﾀｰﾊｲとか行ったりしてて。

で、ヨコは自分が起こした交通事故のせいで

忠義が歩けなくなったと責任感じて手術代のために



裏賭博の世界に命をかけて戦ってきたのに

それがずっとお芝居だったなんて。

すごいﾄﾞﾗﾏとしては面白かったんだけど

大倉担としては後味悪く。

でも最後ヨコに負けて倒れた時に

高校のｻｯｶｰのｲﾝﾀｰﾊｲの時にヨコがﾒﾝﾊﾞｰ全員に

配ったお守りを忠義が手にしてて。

あぁ。忠義の中でも憎しみもあったけど

でもやっぱりヨコは大切な友達だったんだなぁって思えた。

ヨコの独りよがりなんかじゃなかったんだって思った。

で、やっぱCGがすごいカッコいい[:揺れるハート:]
ｺﾅﾝもびっくりですわ[:パー:]
で、「ﾀﾞｲﾌﾞ·ﾄｩ·ｻﾞ·ﾌｭｰﾁｬｰ」

１番現実的だよね。

でも始まってからずっと気になってることがあって。

それはﾋﾅﾃｨﾌﾞの肌の荒れ具合。

もうずっと気になってて１点集中。

あとね、ﾌﾞｰﾒﾗﾝﾊﾟﾝﾂはいてるじゃないですか???
それプラス杉本彩さんの露出度の高い服。

もうもっこりもこもこが気になってね。（笑

あと水着女子が章大に抱きつくじゃないですか???
まひるたん、SHOCK!!!!!ΣΣ(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!
なんか章大の方が乙女っぽかったけど[:パー:]
で、章大の口から「許嫁」と言う言葉が。

まひるたん、SHOCK!!!!!ΣΣ(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!
ちっちゃい家元がｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]
別に章大の活けてた花が章大の髪型みたく片側に

寄ってたなんて思ってないですけどね[:パー:]
とにかく面白かった。

やっぱりｴｲﾄってすごいなぁって思った。

(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝなことと言えば
亮ちゃんの出番が思ってたより少なかったことと

忠義の芝居がいまいちだったってことかな。

忠義ならもっとうまくお芝居出来ると思うんだけど

「蹴鞠師」の時のどうものんびりやの忠義さんには

人を敵視するってのが苦手みたいで。

人が良すぎるんだね。



でもお芝居するに当たって人を憎んだりする

お芝居ってﾄﾞﾘﾎﾞで経験済みだと思うけど

必要なことだと思うから頑張って欲しいと思う。

舞台みたく動きがついて敵対するだけじゃなくて

表情やｾﾘﾌだけで表現しなくちゃならないことって

これからたくさんあると思うので。

そのぐらいかな。

とりあえずﾄﾞﾗﾏの感想だけｱｯﾌﾟします。

また後で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.01.11 Thu ﾂﾝﾃﾞﾚ萌え。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日２回目でし[:パー:]

もうね、「ﾀﾞﾌﾞﾙ」ﾔﾊﾞｽ!!!!!
今日すでに２回見たよー[:揺れるハート:]
ﾂﾝﾃﾞﾚ軟派野郎の大倉忠義も気になるんですが[:パー:]（笑
でもすばるの優しさあふれるお芝居が

もうたまらんばい!!!!!
あぁーぁ。すばるｶｯｺﾖｽ[:揺れるハート:]
なんか声のﾄｰﾝ落としてしゃべってるでしょ???
あれがもうｽﾃｷ[:ぴかぴか:]
もう最後のすばるのﾋﾟｱﾉ演奏で号泣ですよ[:悲しい:]
またこれしばらくDVD鑑賞が続きそうです[:揺れるハート:]
うーん。ﾎﾝﾄ３話とも大好きだなぁ。

でも萌え〜[:揺れるハート:]ってなるのはすばるかヨコだけどね。
あと七海慎一の今後とかね[:てれちゃう:]
なんか制服姿に萌えた[:ハート:]
ｵｶﾝが風邪って!!!!!
それで走って帰るのか!!!!!
ｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]
あれのどこまでが七海くんの蹴鞠師としてのお芝居でどこまでが素なのか

知りたい[:ぴかぴか:]
七海くんよ[:ラブラブ:]
なんか車ｲｽでヨコのことを語る大倉忠義さんが

ｷﾞｻﾞｶﾜﾕｽだったんですけどぉー[:揺れるハート:][:揺れるハート:][:揺れるハート:]

で、話変わるんですけど

関風ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞのｼﾞｬｹの話ね。

忠義、眉毛がなくて怖いんですけど!!!!!!
で、亮ﾁｬﾝのｶﾝﾌｰ本物志向みたいなﾎﾟｰｽﾞが

男前[:揺れるハート:]
やっすんが限りなく乙女[:揺れるハート:]



だって「ﾀﾞｲﾌﾞ·ﾄｩ·ｻﾞ·ﾌｭｰﾁｬｰ」の時のｷﾞｯｼｭの章大と

顔が違うもん[:たらーっ:]
そして今気づきました。

全国のヒナ担の方、ｺﾞﾒﾝなﾊﾟｲ。

ヒナﾁｬﾝ髪切ってる!!!!!
だって横Aの時、ぶっちゃけ全然見えてなかったもん[:パー:]
ﾄﾞｰﾑまでには双眼鏡探さないとﾔﾊﾞｽだよね。

絶対何も見えないと思うもん[:悲しい:]
なんかこの間のｽｶ☆Jもｽｰﾂ姿に萌え[:揺れるハート:]って
なってその後全然面白くなくて

半分寝かかってたもん[:パー:]
ちなみになぜ今更関風ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞのｼﾞｬｹの話をしたかと

言うと買ってからほとんどｼﾞｬｹ見てなくて

[:CD:]も最初はずっとﾘﾋﾟってたんだけど
最近ずっとｼｭｼﾞｭを聴いてて

今日、久々に関風ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞを引っ張り出したんだよね。

改めて聴くとやっぱり好きな曲ばっかだなぁって思う。

またしばらくはｴｲﾄ聴いていたいと思います[:揺れるハート:]

あ。忘れてた。

今日からヨコのﾄﾞﾗﾏ始まるじゃん。

正確に言えばﾆﾉのﾄﾞﾗﾏ???
いやいや、横山侯隆のﾄﾞﾗﾏですって[:パー:]
久々のヨコの連ﾄﾞﾗだから楽しみだよー[:揺れるハート:]
なんかどんな風なお芝居するのかもっそい気になる。

最近やっとヨコの坊主も見慣れてきたので[:パー:]

あぁーぁぁぁ。

ﾂﾝﾃﾞﾚ大倉忠義が夢に出てきそう[:揺れるハート:]
所詮どMなまひるですから!!!!!
ﾂﾝﾃﾞﾚ大歓迎!!!!!
でも「さっきﾄﾞﾗﾑ叩いてて指が」って言ったら

つばつけとけば治る!!!!って言っちゃうからね。即答。
軟派野郎お断りだから[:パー:]
あーぁぁぁあ。でも忠義に言われたら優しく手当てなんぞ



してしまう結局惚れた弱みには勝てない

大倉忠義溺愛の福原まひるでした[:揺れるハート:]
結局ﾂﾝﾃﾞﾚでも軟派野郎でも大倉忠義には敵わないのであった[:パー:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.01.12 Fri 時夫、ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾏｼﾞ、昨日の「拝啓、横山様」面白かった[:てれちゃう:]
ヨコがもう最高!!!!!!
あの役はﾎﾝﾄヨコにしか出来ないなって思った。

ニノのことお兄ちゃんって呼んでるとこが

もっそい可愛くて[:揺れるハート:]
少年院に入ってたとか言うけど全然そんなすれた感じは

なくすっごい素直で可愛かった[:揺れるハート:]
もう横山裕最高なんですけども!!!!!!
これからの展開がすっごく楽しみ[:揺れるハート:]
ニノの最後の女の子との妄想も笑ったけど

それをぶち壊しにする時夫ﾅｲｽ[:グッド:]
あぁーぁ。もう笑った。笑った。

で、その前に「蹴鞠師」を見てました。

ヨコが忠義に会いに行って車ｲｽの忠義と会話する時の

忠義の首の角度がもっそいｶﾜﾕｽ[:ハート:]
なぜに首をちょっとかしげて言うのーん???
可愛いじゃねーか!!!!!
萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]

あーぁ。忠義にも連ﾄﾞﾗのお話来ないかなぁ[:揺れるハート:]
毎週ﾄﾞｷﾄﾞｷ[:ラブ:]で見ちゃうんだけどなぁ。
でも忠義ならﾎﾝﾄにそんなお話きそう。

なんか何気に「ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ」の時より

忠義の芝居の質が落ちたと思うのはまひるだけですか???
まぁ、難しい役だったと思うけど。

「蹴鞠師」は。

頑張れ。忠義。



ところでｼｭｼﾞｭのｽｹｼﾞｭｰﾙｶﾚﾝﾀﾞｰが届きました[:揺れるハート:]
結局ｼｭｼﾞｭのｶﾚﾝﾀﾞｰと名のつくものは３つ買い、

その金額は１万円ぐらいになるんだよね。（撃沈

あ。で、今回のｽｹｼﾞｭｰﾙｶﾚﾝﾀﾞｰ、良かった[:ハート:]
ちゃんと書き込めるようになってて

週別になってて写真もたくさんあって。

もう、まひるの求めてたのはこれよ。これ。

もうヒチョルが可愛いのは当然なんですが

ウニョクもめっちゃ可愛くて[:揺れるハート:]
ちなみにまひるたん、ヒチョルとウニョクとイトゥクが

好きです[:ハート:]
もうね、ｷﾞﾓﾝだっけ???
エイトがﾄﾗｯｸの運転のやつやったじゃん???
あれのイトゥクﾊﾞｰｼﾞｮﾝの映像見た時、

ﾏｼﾞ爆笑。

しかもイトゥクは普通自動車ね。

運転ひどすぎ。（笑

もうそれが可愛くて可愛くて[:揺れるハート:]
その後イトゥク兄さんは運転うまくなったのだろうか。

じゃ、短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.01.15 Mon やっほーい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日ね、すっごいすっごい嬉しいことがありました[:ハート:]
あー。ﾏｼﾞ幸せだ[:ぴかぴか:]
めちゃくちゃ浮かれまくってますけど

気にしないでください[:パー:]
キ○くん、大好きだよー[:ハート:]
(*´д`)ｱﾊｧ。（ｷﾓｽなあたし

あ。久々だねー。

もうﾎﾝﾄ死にかかってました[:パー:]
特に土曜日。

仕事行く前にｺﾝﾋﾞﾆ寄ってﾁｮｺﾗBB買って
飲んで復活したぐらい死にかかってました[:パー:]
で、帰ってきてからも体中痛くて

なかなか眠れないぐらい体が痛かったです[:悲しい:]
どうしてあんなに死にかかってたんだろ???
そんなわけで今日から復活します[:揺れるハート:]
ｶﾞﾝｶﾞﾚ自分[:パー:]

あぁぁぁぁあ。なんか胸がﾄﾞｷﾄﾞｷ[:ラブ:]してて
どうしていいのかわからないよ[:パー:]
ﾎﾝﾄ、今日、大倉忠義さんの話しないかもしれないけど

いいですか???(笑
とにかく今日は舞い上がってしまって

平常心が保てません[:パー:]
とりあえずまた後で書きます。

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.01.16 Tue リア恋。

日付変わりましたね。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

あ。つかさ、ﾃﾞｽﾉのDVD発売になるね[:揺れるハート:]
しかも前編と後編ｾｯﾄのやつ。

(　゜Д゜)ホスィ!!!!!!!
いや、絶対買うけどね。

ちなみにうちのｵｶﾝもﾃﾞｽﾉ好きなので

２人で見ようかなぁなんて思ってます[:揺れるハート:]

あぁ。先ほどは失礼つかまつった。

ちょっとﾌﾞﾛｸﾞには書けないことだったので

あんな書き方でｺﾞﾒﾝなさい。

ちなみにｴｲﾄは全然関係ありません。

なのにうかれまくっててすみません[:たらーっ:]

つか、もっそい眠くて。

さっきからあくびが止まらないの。

でも明日休みだからとりあえずこのﾌﾞﾛｸﾞは書きたくて。

嵐の宿題くん、今日も面白かった[:揺れるハート:]
あの番組面白いよね???
何気おぐさんのｺﾒﾝﾄが好き。

ちょっと毒入ってる感じ。（笑

なんかね、毎週のことなんだけど

花男にやられる[:悲しい:]
１話は斗真に悩殺されて

先週は道明寺の行動に涙が出てきて。

もうﾎﾝﾄ花男は恋する乙女にはﾘｱﾙに悲しい[:悲しい:]
すっごいつくしの気持ちがわかるから



もう毎週涙涙ですよ[:ポロリ:]
なんか胸が痛むよ[:悲しい:]
忠義のことはﾎﾝﾄに好きだけど

ﾘｱ恋じゃないんだなぁってﾄﾞﾗﾏ見てて思う。

だって忠義にまひるのことが認識されてるわけでも

ないじゃないですか???
だからﾘｱ恋ではないんだよね。

忠義のこと思って涙したり

切ないなぁとは思うけど

ﾎﾝﾄにただの片思いだから。

しかも遠くから見たﾎﾝﾄの片思いだから。

距離が縮まったら縮まったできっとつらい思いをするのは

まひるの方だと思うけど[:パー:]
まひるたん、ﾎﾝﾄおっとろしいほど恋は盲目に

なりますよ。

だって昔好きな人が[:車:]を売ろうとしてて
免許も持ってないのに

まひる、その[:車:]買って(　゜Д゜)ホスィって
親に頼んだから[:パー:]（爆笑
今考えたらﾎﾝﾄ爆笑もんなんだけど

その時はﾘｱﾙにその[:車:]が欲しかったんだって[:パー:]
しかもその頃ﾐﾆｸｰﾊﾟｰがすごく好きで

その人の乗ってる[:車:]もﾐﾆｸｰﾊﾟｰだったんだって[:パー:]
ｱﾎでｺﾞﾒﾝなさい。

でももし相手が忠義だったら今も同じこと言いそうとか

ﾘｱﾙに思う。(重症

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅ。



2007.01.16 Tue リア恋。続き。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

書いたら全部消えたので

やる気半減の大倉担まひるですけどもー。

リア恋について考えました。

やっぱりまひるの大倉忠義への想いはリア恋なんだなぁって

思った。

じゃなきゃ彼氏と別れたりしないよね???
これをリア恋と呼ばなきゃ別れた彼氏に

失礼だよね???
芸能人に本気で恋してただの痛いﾔﾂだとか

傷つかないからリア恋じゃないとか

思われるかもしれない。

でもそれは違う。

痛いﾔﾂなのは確かだけど

芸能人に恋してても傷つくことはたくさんある。

泣くこともたくさんある。

小さなことひとつ言ったらﾌｧﾝｻひとつで

傷つくこともある。

でも笑顔をたくさんもらうこともあるし、

これを恋と呼ばずなんと呼ぶの???って感じでしょ???
決して現実見てないわけじゃないし、

大倉忠義の表情、言動で一喜一憂してしまう自分がいる。

ただの片思いでしかないけど

それでもまひるには大切な恋。

これがまひるのたったひとつの小さな恋。

すごく大切で宝石のようにｷﾗｷﾗ輝いていて素敵な恋。

今ならこれがまひるのリア恋だと胸張って言える。

じゃ、キ○くんは???って
言われるとキ○くんは永遠の憧れの人。

頑張れば話すことだって可能な人だけど

それにはたくさんの人に妬まれ、



嫌われて手に入れることが出来るもの。

だからある意味大倉忠義さんより遠い存在だと

思ってる。

今の状況を崩したくないし、

キ○くんは今のままで十分幸せだよ。

だからまひるの永遠の憧れの人で居て欲しいと思う。

忠義もキ○くんも身近な存在になりたいと思うけど

でもそれより忠義にもキ○くんにも幸せであって欲しいって

思うんだよね。

２人の幸せをぶち壊す人がいたら

まひるは許さないからね。

だからずっとずっと幸せでいて欲しいと思う。

もし今苦しんで居たら少しでも力になって

あげたいなって思う。

まひるには何も出来ないけど。

ただ影から支えることしか出来ないけど

でも２人の幸せを祈るよ。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明後日ぐらいにはやりたいなと思ってます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.01.16 Tue 頑張ってる忠義が好き。

本日３回目です。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

1st全国ﾂｱｰの時のﾗｲﾌﾞﾌｫﾄで
忠義がﾀｵﾙｸﾞﾙｸﾞﾙ巻きにして色紙持って

小さく手を振り微笑んでる写真があるんだけど

もうｷﾞｻﾞｶﾜﾕｽ[:ハート:]
あの手の振り方が可愛いんだよなぁ[:揺れるハート:]
最近忠義の行動が計算とか言われてるけど

まひるにとったらそんなことどっちでもいいんだよ。

計算であろうがなかろうが

大倉忠義に変わりはないんだから[:パー:]
つーかむしろそんな細かいことを計算でやれたら

それはそれである意味天才だと思うんですが[:パー:]
ぜひ伝授していただきたいですよ[:パー:]
連載のﾚﾝｼﾞｬｰだって忠義が一生懸命ﾌｧﾝのこと考えて

頭悩ませて書いてくれてるんだもん。

文章の才能があるわけで

それのどこがいかんのじゃ!!!!![:むかっ:]
ｻｰﾋﾞｽ精神旺盛なことは悪いことじゃない。

そりゃ時々ﾌｧﾝｻのことでべっこし凹むこともあるけど

でも一生懸命盛り上げようとしてくれてるんだもん、

何が悪い???
盲目大倉担と言われようが事実ですから[:パー:]
忠義の努力だとまひるは思ってます。

まひるから見ても忠義は確かに変わったよ。

でもやっかし大倉忠義は大倉忠義なんだもん。

いつでも一生懸命頑張ってる大倉忠義なんだもん。

表面的なことは確かに変わったよ。

でも根本的なとこは変わってないんじゃないかなぁ。

まひるは頑張ってる忠義が好きなんだもん。

頑張ってるとこ担当が認めてあげなきゃ

誰が認めてあげるのよ[:パー:]って話でしょー???



まぁ、そんなわけです[:ハート:]
はい[:ハート:]

明日、仕事が遅番になったから

帰ってくるの遅いんだけど

「ハケンの品格」が間に合うかどうか[:悲しい:]
ﾏｼﾞあのﾄﾞﾗﾏ面白いよ。

最初見るのめんどっちぃなぁとか思いながら

[:テレビジョン:]つけたのよ。
そしたらあれでしょー???（笑
今回のｸｰﾙのﾄﾞﾗﾏ面白いの多いね。

ﾄﾞﾗﾏが終わる頃には春ですよ[:パー:]

そ、そ。明日、ﾄﾝﾊﾞﾝ（東方神起）がはなまるに出るって

聞いたんですけど[:パー:]

ﾏｼﾞでか???

とりあえず明日、朝起きれれば見れる。

遅番だから１２時出勤だし[:揺れるハート:]
つかﾄﾝﾊﾞﾝとか[:テレビジョン:]で見るの初めてー[:ハート:]
HEROの話してる姿がみたい。
DVDで話してるとこは見たことあるんだけど
普通に番組に出てるのは見たことないんだよね。

早く寝ようと思ったら今日、ｽｶ☆Jじゃん。
しかも雛形あきこさんｹﾞｽﾄでしょ???

ｷﾀｷﾀｷﾀｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ≡(ﾟ∀ﾟ≡ﾟ∀ﾟ)≡ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

雛VSヒナじゃないですか???



いつかはこんな日が来るんじゃないかって思ってました。

とうとう来たね。

今夜も楽しめｽね[:ハート:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.01.17 Wed ５位って!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんとかｷﾞﾘｷﾞﾘ「ハケンの品格」までに

帰ってこれたよー[:揺れるハート:]
小泉孝太郎萌えす[:揺れるハート:]
明日はお休みだし、ゆっくりしますか???（笑
あぁぁぁあ。この次の日休みってゆーの

幸せだよねぇ。

ちなみに今日は、朝起きれなかったので

はなまる見れなかった。（ﾁｰﾝ

目覚ましﾊﾞﾝﾊﾞﾝ止めて爆睡[:眠たい:]してたもん。
でもOBAﾁｬﾝ（＠忠義）に録画頼んでいたので
とりあえず東方神起は見れるらしい[:ハート:]
OBAﾁｬﾝありがとうー[:ハート:]
ﾑﾌﾌ[:てれちゃう:]

ﾔﾊﾞｽ!!!!!
TV LIFEのすばるがもっそいｶｯｺﾖｽ[:ハート:]
なんかね、すば倉ﾗｲﾌﾞ以来すばる、結構ﾔﾊﾞｽなんだよね。

妙にﾂﾎﾞに入ってしまうってゆーか。

こりゃ、大倉担危うしか???（笑
冗談です[:パー:]
まひるに限って大倉担を降りることなんて

１２０％あり得なすです[:パー:]
でもｴｲﾄﾒﾝは全員大好きだから[:ハート:]
その中でも１番好きなのが大倉忠義さんってゆーだけで

ﾎﾝﾄｴｲﾄﾒﾝは全員好き[:揺れるハート:]
なので昨日、Webでｿﾛｺﾝのｻｲﾝ入りﾌｫﾄ、３枚頼みましたー[:拍手:]
いやね、まったく買うつもりなんてなくて。

でも画像見たらｸﾘｽﾏｽﾊﾞｰｼﾞｮﾝで



３人ともｶﾜﾕｽだったので思わず注文してしまいました。

ちなみにBADもかんなり悩んでやめました。
ｷﾘﾔﾏﾝの写真欲しかったかも[:悲しい:]（笑
まひるのｷﾘﾔﾏﾝ好きはいつからなんだろう???
たぶんｿﾛﾊﾟｰﾄもらえるようになってからだと思う。

案外最近だなぁ。

あ。違うもう少し前だ。

で、前へ前へ出てくる感じがもっそいｶﾜﾕｽで

それでｿﾛﾊﾟｰﾄもらえるようになって

まるで己のｺﾝｻｰﾄかのように

振舞う照ﾁｬﾝに惚れたんだ[:ハート:]
ちなみに基本和み系の好きなまひるなので

照ﾁｬﾝのようなﾀｲﾌﾟは本気にならないんだよねぇ。

ｺﾞﾒﾝね。照ﾁｬﾝ[:ポロリ:]
でも照ﾁｬﾝのことは好きだから[:パー:]
ちなみにまひるのこの好き程あてにならないものはない。

だって濱ﾁｬﾝも好きだし、

文ﾁｬﾝも、菊ﾁｬﾝも龍規も好きだもん[:ラブラブ:]
この好きはお友達感覚の好きに当てはまるのかしら???
そ。そ。前髪切った大倉忠義さんが

河相我聞さんに似てると思うのはまひるだけですか???
と河相我聞さん大好きなあたくしは勝手に

思ってるだけなんですが[:パー:]

あ。昨日のｽｶ☆Jの忠義可愛かったー[:ハート:]
もう５位、ﾅｲｽ[:グッド:]雛形さん[:パー:]
あのｶﾞｯｶﾘ具合。（笑

(*´∀｀*) 
えぇー???
ちなみに１位ってヨコだった???
ヨコかヒナかってとこでヒナﾁｬﾝが６位だったんだよね???
↑全然よく見てない人。（逝け

おっぱいの話に食いつく忠義と５位しか見てなかった。（逝け

はぁ。おっぱいってちぎれそう〜とかなるんだ。（笑

(*´д`)ｱﾊｧ。（逝け



ﾅｲｽおっぱーい（BY錦戸亮

ほなおつー。
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2007.01.18 Thu ﾅｰｲｽおぱーい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日はヨコのﾄﾞﾗﾏだねー[:ハート:]
あのﾌﾗﾝｽ語を話す謎の少女が黒木ﾒｲｻﾁｬﾝだってことを

昨日知ったｱﾝﾎﾟﾝﾀﾝなまひるです[:猫2:]
つーかﾒｲｻﾁｬﾝってどこのﾊｰﾌ???もしくはｸｫｰﾀ???
なんかﾄﾞﾗﾏで見た時は可愛いなって思ったけど

静止画はｲﾏｲﾁだと思うお前は何様的発言でｺﾞﾒﾝなさい。

動画はめちゃくちゃ可愛い[:ハート:]
ちなみにこの先もずっとﾒｲｻﾁｬﾝはﾌﾗﾝｽ語でいくのだろうか???
ちなみにﾌﾗﾝｽ語はまったくわからないがおﾌﾗﾝｽには行ったことのある

ｳｿだろ???的な大倉担まひるですけども。
友達が南青山で雑貨ややっててその買い付けに

連れてってもらったことがあるのです[:てれちゃう:]
友達って言っても１２ｺぐらい上なんだけど

ﾌﾗﾝｽ語も英語も話せる頼れる姉ちゃんでしたねぇ。

なんかまひるの憧れるｶｯｺｲｲお姉ちゃんでした。

もうここ５年ぐらい付き合いないけど[:悲しい:]
某ﾐｭｰｼﾞｼｬﾝの衣装とかも作ってて。

それは個人的な付き合いかららしいんだけど。

しかもすっごい美人さんなの[:ハート:]
初めて会った時はなんかﾓﾃﾞﾙさんかと思ってすごいﾄﾞｷﾄﾞｷした[:揺れるハート:]
でもすっごい気さくに話しかけてくれて

面白くてそのｷﾞｬｯﾌﾟにびっくりした。

彼氏が某ＤＪでね。（結構有名な人

すごく大好きだったなぁ。

下北に住んでてまひるの[:家:]と近かったんだよね[:てれちゃう:]
なんかいつも３人で下北で遊んでて。

もう１人は６ｺ上の人で。

まひるが山梨に引っ越してくるまではよく遊んでた。

初めて出会った時はまだまひるが小学生で。（笑

ﾗｲﾌﾞ友達だったんだけどね。

すごく楽しかったなぁって。



今頃みんなどうしてるんだろうって時々思う。

つーか自分が小学生の時の６ｺ上とか１２ｺ上って大きいよね???
だって相手は高校生とか２０歳以上ぐらいなわけでしょ???
大人だよなぁ。

当時は周りのﾗｲﾌﾞ友達って年上ばっかりで

１人だけ中学生の子がいてあとはみんな高校生以上でね。

だからすごく可愛がってもらえたっつーか。

うち、男兄弟ばっかだったからお姉ちゃんとか

うらやましかったし。

ﾊﾞﾘ楽しかったです[:ハート:]

Ｋくん（キ○くん）にＡＩＲのＣＤあげたことがあって

その話したら覚えてるって[:ラブ:]

ｷﾀ━━━━━━(♡∀♡)━━━━━━！！ 

なんかしかもすごい前だよね???って言われて。（ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊ
５〜６年ぐらい前になります[:ハート:]
Ｋくんから手紙の返事が来たのが５年ぐらい前だったから[:パー:]
なんか今引っ張りだして懐かしんでみた。（笑

ﾏｼﾞあの頃は楽しかったなぁ[:ハート:]
今は今でまた違った楽しさがあるんだけどね[:パー:]

つーか「拝啓、父上様」のニノのﾅﾚｰｼｮﾝがもっそい

面白いんだけど[:パー:]
おぱいの話ね[:ハート:]
ﾅｰｲｽおぱーい[:グッド:]（ＢＹ錦戸亮）
男の人っておぱーい好きだよね???（笑
おぱーいは男のﾛﾏﾝって言うよね???
(*´д`)ｱﾊｧ。
萌え[:ハート:]萌え[:ハート:]
大倉忠義のﾛﾏﾝ???
(*´д`)ｱﾊｧ。



アハ。忠義、好きそうー[:ハート:]
だっていっつもﾎﾞｲﾝﾎﾞｲﾝとか言ってるし、

この間のｽｶ☆Ｊの雛形さんのおぱーいの話に

ヒナﾁｬﾝとめっちゃ食いついてたもんね。

うーわ。

キャキャ(′∀｀●))((○′∀`)キャキャ 

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。
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2007.01.21 Sun ﾘｱﾌｪ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、魔の土曜日を脱出して

明日行けばお休みでーい。

[:病院:]あるけどね[:悲しい:]
今日、久々に甥っ子に会いました。

めちゃ可愛い。(○´艸`)

「まひるﾁｬﾝ、おでん具何好き???」

具って!!!!!
ｶﾜﾕｽ[:ハート:]
久々の再会も５分で終了[:悲しい:]
もうね、顔がぽちゃぽちゃしててもっそいｶﾜﾕｽなの。(○´艸`)
ｵﾄﾝからは「大福」って呼ばれてるんだけどね。（笑

しかもたれ目である。

完璧なたれ目である。

(*´∀｀*) 

将来有望。（ｵﾊﾞﾊﾞｶ
でもみんなが可愛いって言ってくれるのーん[:ハート:]（ｵﾊﾞﾊﾞｶ
ﾃﾞﾍﾍ[:てれちゃう:]
そんなわけで大倉忠義さんの遺伝子が欲しいのですが[:パー:]
もっそい忠義にそっくりな男の子が欲しいのであります[:パー:]
むしろ嫁にもらってくれ[:パー:]
大倉家が大好きなのでお父様とかお母様の考え方が

すごく好きなのでぜひに大倉家に嫁に行きたい[:パー:]（切実
そんな大倉家で育った忠義が性格悪いわけがない[:パー:]
まぁ、無理なら遺伝子だけでもちょっと拝借。（笑

どこから拝借すんのー!!!!!
まぁ、まぁ、先端から[:ハート:]
具体的に言えばさきっちょから[:ハート:]（爆笑
さきっちょ言うなって話ですよねー。（ﾊﾞｶだ。

ﾎﾝﾄｱﾎでｺﾞﾒﾝなさい。

ﾎﾝﾄは花も恥らう乙女なんですよー[:ハート:]（爆笑



なんかﾘｱﾌｪに男前さんみたくなってきたからやめよ。

生々しいんじゃ、ﾎﾞｹ!!!!

あぁ。最近ﾗｼﾞｵ全然聴いてないや。

なんか疲れててついつい忘れちゃうんだよね[:悲しい:]
特に土曜日。

日曜日は眠い[:眠たい:]
しかもこの間ﾚｺﾒﾝ全国放送から聴こうと思ったら

ﾗｼﾞｵの調子悪いし[:悲しい:]
ﾑｶついたからふて寝こいた。

つーかﾘｱﾙに大阪行きの夜行ﾊﾞｽの予約忘れそうとか

思ってるんですけど[:パー:]
しかもﾘｱﾙにﾋﾅﾃｨﾌﾞの誕生日忘れそうとか

思ってみたり。何か???
これ毎年思うんだよねー。

なんか他ﾒﾝの誕生日は結構密集してるから

忘れないんだけど村ネ申だけ誕生日離れてるから

忘れそう。

しかもまひるたん、ﾋﾅﾃｨﾌﾞの誕生日ﾘﾇはないんですか???
ないんですけど何か???[:パー:]

しかも今日、ﾘｱﾙに選挙行くの忘れた。

ｵｶﾝに行きなさいよって言われてたんだけど

朝ﾊﾞﾀﾊﾞﾀしてて忘れた。(ﾁｰﾝ
まひるたん、これでも選挙はわりと行くんです[:パー:]
一応親が選挙運動手伝ってて。

それで行くんだけど今日ﾘｱﾙに忘れたから

ﾔﾊﾞｽって思ってﾄﾞﾁﾄﾞﾁだったの[:たらーっ:]
あぁ、やっかし不在者投票行けばよかった。（ﾘｱﾌｪ

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。
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2007.01.22 Mon どんだけ???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

やった。

明日休みだ[:ハート:]
[:病院:]早めに行って後はﾏﾀｰﾘしよ。
１６時前に帰ってこれればいいけど。

ｺﾒﾚｽも溜めてるからそろそろやらないとﾔﾊﾞｽだし。

あぁぁぁぁぁあ。

今日は、ほうとうを食べました。

久々におかわりしたし[:ハート:]（ﾔﾒﾄｹ
お腹いっぱい。

しゃーわせ[:ハート:]

つーかまだ横ｱﾘのｾｯﾄﾘｽﾄ取り出せる???
うちのFAXじゃ取り出せないから
ｺﾝﾋﾞﾆに行こうと思ってるんだけど

まだ間に合う???
明日[:病院:]の帰りに行こうと思ってるんだけど
ちょっと遅い???(笑
つーかうちのFAXが使えないってﾑｶつく[:むかっ:]
だって電話がついてないもん[:悲しい:]
しかもﾘｱﾙに[:犬:]のうんこ踏んじゃった系???（笑
なんか会社に行ってFAXやってたら
香ばしいおいにーがﾌﾟｰﾝとしてきて

踏んじゃった系???
ちなみにまひるの部屋から会社に行くには

[:犬:]小屋の前を通るんだけどね[:悲しい:]
大倉忠義じゃないんだから[:パー:][:パー:][:パー:]
忠義のこと笑ったからばちがあたったんだ。

そんなわけで夜なのに外の水道の前でｻﾝﾀﾞﾙをｺﾞｼｺﾞｼ[:悲しい:]



悲惨だ[:悲しい:]
まぁ、自分ちの[:犬:]なら仕方がないし。
しかも夜だし[:悲しい:]
出来立てﾎﾔﾎﾔですわ[:悲しい:]（笑

そういえば今ｼｰｽﾞﾝ風邪をまだひいてないなぁと思って[:パー:]
一応毎日うがい手洗いは欠かせない人なんで

その効果ですかねぇ。

なんてたって市販の薬が飲めない人なので

病院までうーんうーん言いながら行くか

ひたすら我慢するかなので

出来れば風邪はひきたくないのである。

なのでちょっと咳してる人とかいると

えぇー!!!!ﾏｽｸはー???って思うもん。（笑

そういや、空ﾁｬﾑ（＠章大）赤ちゃんいつ生まれても

おかしくないぐらいお腹大きいらしい。

だよね。だよね。

もう２月になるもんね[:ハート:]
でも空ﾁｬﾑに会えるのは春以降らしいので

結構寂しい[:悲しい:]
なんか空とは一心同体って思ってるんだけど

でもさすがにこればっかりは

自分はお腹大きくないので

実感がわかない[:たらーっ:]
１０月にﾂｱｰの山梨の時会ったきりだし。

その後会う予定とかあったんだけど

まひるの精神状態が不安定だったので

あってないんだよねー[:悲しい:]
なんかしかも春以降会う時には赤ちゃんも一緒だもんな[:てれちゃう:]
びっくりだす[:パー:]
空たん、頑張って健康な赤ちゃん生んでね。

鼻からｽｲｶ出すぐらい痛いんでしょ???
鼻から出したことないから

わからないけど[:パー:]（笑



うーわ。こえぇ。

そんなん大倉忠義さんの子供生むぐらいの

出来事じゃないと無理かも。（笑

↑どんだけ生みたいのん、あたくし。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。
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2007.01.23 Tue il||li_|‾|○il||l

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日[:病院:]に行けなかった。
つまりは起きれなかったのである[:眠たい:]
なので明日行くんだけど

明日は夜行ﾊﾞｽの予約とかあるから

早く寝なくちゃと思いつつ、今日ｽｶ☆Jだったりする。
今日、結局１６時ぐらいまで寝ちゃったし[:悲しい:]
早く眠れるのかも謎[:悲しい:]
だいじょぶか、自分[:パー:]
最悪木曜日に[:病院:]でも間に合うんだけどね。
今回は。

明日だと早退しなくちゃならないからめんどくｓ(´Д⊂ 
でも早く行きたいし。

木曜日だと休みが台無しになるので

やっぱり明日行きたい。

気持ち悪い日記を書いたら気持ち悪いと言われたので

通常ﾓｰﾄﾞでこんばんわ。(笑
うーん。でも気持ち悪いのは地だしな[:パー:]
まぁ、地が出たらすいません[:パー:]
ｽﾙｰしてｽﾙｰ。（笑

つーかﾌﾞﾛｸﾞﾊﾟｰﾂのｽﾃｨｯｶﾑをやろうと思って

登録したんだけど説明読むのがめんどくさすぎて

挫折したらなんか[:メール:]きてた。
別につなびぃあるし、ｽﾃｨｯｶﾑも

いらないんだけどなぁ。

↑じゃ、登録すな!!!!
いやいや、Alfooみたいな写真日記探してるんだけどね。
なかなか見つからないのよ。



今まではﾔﾌﾟｰｽﾞに登録してたんだけど

ﾔﾌﾟｰｽﾞなくなるらしいんで[:パー:]
誰かAlfooみたいな写真日記知ってたら教えてください。
しかも掲示板ちょっと放置したら３００件ぐらいｴﾛｻｲﾄからの

ｶｷｺされたので削除するのがめんどくさくて

掲示板も外しました。

やりとりしてた方がいたんですが

ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい[:悲しい:]
ｺﾒﾝﾄ欄にｺﾒﾝﾄくれると嬉しいです[:ハート:]

はぅ。
今日は、「歌謡ｺﾝｻｰﾄ」だねー[:ハート:]
なんかﾘｱﾙで見れるかどうかわからないんだけどね[:悲しい:]
うちだいたい２０時頃ご飯だったりするから

ご飯時はﾁｬﾝﾈﾙ優先権はｵﾄﾝにあるから

自分の見たい番組見れないんだよね[:悲しい:]

il||li_|‾|○il||l 

そ。そ。韓国のDVDも見れるﾃﾞｯｷを買おうか迷ってるんですけど[:パー:]
なんか７０００円ぐらいで買えるんだけど

前にﾄﾝﾊﾞﾝのCDの特典でDVDついたやつが発売になった時に
日本で見れないやつだったらしく···｡Σ(´Д｀lll)
でも後々ﾄﾝﾊﾞﾝは日本でも見れるやつを発売したらしいんだけど

ｼｭｼﾞｭは日本でﾃﾞﾋﾞｭｰしてないから日本で見れないやつが

特典になることもあるわけで。

ま、その時がきたらたぶんﾃﾞｯｷ買うと思うんだけど[:パー:]

なんか前髪切った忠義、好きなんだけど

ちょっと子供っぽく見えるよね???



だから５位なんだよ[:パー:]

il||li_|‾|○il||l 

でも前髪なしの男前忠義を雛形さんが選んでたら

ちょっとﾘｱﾙすぎる気がする。(笑
そうゆう意味も含めて５位だったと思うなぁ。

↑まだ引きずるかこのﾈﾀ。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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結構溜まってるので

いい加減ﾔﾊﾞｲなと思いまして。（笑

そんなわけでｺﾒﾚｽやりますねーん。

ｺﾒﾚｽ

なつみ（＠忠義）

結希さん（＠すばる）

りあさん（＠すばる）

チュンチュンさん（＠忠義）

さきこさん（＠忠義）

栞さん（＠すばる）

みおり（＠忠義）

コトさん（＠忠義）

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

あやなさん（＠忠義）

みずき（＠章大）

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

ありさ（＠博貴）

美穂さん（＠忠義）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

かおりさん（＠忠義）

cocomiさん（＠忠義）
しろりんごさん

名無しさん

さくらさん

になさん（＠嵐）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。 なつみ（＠忠義）
ﾘﾝｸありがとねーん。

ﾌﾞﾛｸﾞやってると嫌なことも言われたりするけど

それ以上にこうしてたくさんの人と接することが

出来て嬉しいなって思います。

だからなつみもﾌﾞﾛｸﾞ頑張って続けてね。

花男はやっぱり面白いよねー。

斗真は１話だけのｹﾞｽﾄだねー。

もう始まってからずっと空にﾒｰﾙしながら

ｶｯｺｲｲー♥って言ってたもん。(笑
まひるの住んでるところは東京の隣なんだけど

東京より５度ぐらい最低気温が低いの。

だから雪降ると積もったりもするんだけど

今年は全然。

半日ぐらい雪降って後は雨に変わってってのが

１日だけあった。

だいたい平均して最低気温がﾏｲﾅｽ２度か３度ぐらいで

最高気温が１０度あるかないかぐらい。

鹿児島は暖かそうなｲﾒｰｼﾞだけどなぁ。

ｱﾊ。左目だけ涙???
なんかわかる気がする。

あ。なんかまひるもｺﾝﾋﾞﾆでｶﾞﾁｬｶﾞﾁｬの男前豆腐店発見したよ。

絶対「拝啓、父上様」はヨコしか出来ない役だと

思うー。

あれはﾅｲｽｷｬｽﾃｨﾝｸﾞだね。

黒木ﾒｲｻちゃん、美人さんだよね。

誰???この美人さんは!!!!!って思ったもん。

結希さん（＠すばる）

そんな憧れとか言われちゃうと恥ずかしいんだけど

でも嬉しいです。

あ。もう全然。

こちらこそ仲良くしてください。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


あとまひるちゃんでいいですよ。

みんなそう呼ぶし。(笑
(＞Д＜)ゝ”ｲｴｯｻ!!
男の人のｱｸｾｻﾘｰって萌えるんですよねぇ。(笑
指輪とかﾋﾟｱｽとかﾈｯｸﾚｽとか。

だから忠義のﾋﾟｱｽ復活はかんなり萌えました。

そうですよね。

好きな人の原動力になれたら素晴らしいなって

まひるもそう思います。

えぇ???２回も風邪ひいたんですか???
まひるは案外健康優良児なのか???(笑
あ。空のﾌﾞﾛｸﾞ、見たんですか???
もうすぐっぽいですねぇ。

なんかちょっとﾒｰﾙの返事返ってこないと

まさか???とか思ってしまいます。(笑
空との交換日記再開したのでお時間ある時に

見てくださると嬉しいです。

りあさん（＠すばる）

ｴｲﾄｺｰﾙ無しはｷﾂｲですよね。

なんか自分にすごいﾌﾟﾚｯｼｬｰかかりますよね。(笑
ｱﾊﾊ。すばるとか初々しそうな感じ好きってゆーと

妙な方向に想像しちゃいますね。（笑

うーん。ｼﾞｬﾆｰｽﾞだけでたぶん舞台含めて２００本近く見てますね。

ﾁｹｯﾄの半券が半端ないです。

あとその他のものが２００ﾁｮｲぐらいあって。

山梨に引っ越してきてからずいぶん減りました。

今は特に仕事もしてるし、連休もあんまりないので

随分減りましたね。

その分、１公演１公演にかける気持ちがすごく大きくなったような

気がします。

あ。りあさんもまひるちゃんでいいですよ。

みんなそう呼んでるんで。（笑

チュンチュンさん（＠忠義）



まひるも基本ﾋｯｷｰだから。(笑
特に今は空（＠章大）が赤ちゃん生むために実家に

帰ってるので退屈してます。

チュンチュンさんも空のﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒﾝﾄしてましたよね???
空との交換日記も再開したのでまたお時間ある時に

覗いてみてくださいねーん。

なんか今日、夜行ﾊﾞｽの予約したんですけど

これでﾁｹｯﾄ取れてなかったらﾏｼﾞ凹みます。

お布団とﾊﾟｿが恋しくなるｦﾀｸなまひるですけどもー。

まひるも通常は金曜日から月曜日までが連ﾁｬﾝなので

普通の人より短いんだけど

連休がなかなか取れないのが悲しい。

（ってお正月休んだじゃん。(笑））
まひるもﾊﾟｽﾃﾙ食べたい。

最近ｳﾏｰなﾃﾞｻﾞｰﾄ食べてないなぁ。Σ(´Д｀lll)
ﾎﾝﾄあんなハケンさん裏山だよねー。

ｶｯｺｲｲし♥

なんか篠原涼子さん、中居くんと仲良しじゃないですか???
あの２人の絡みが見たい。（笑

忠義も全国区のﾄﾞﾗﾏ出て欲しいですねー。

出来れば平日希望なんですけど。（笑

土９とか月９とか見れないからｲﾔ。(涙
ﾂﾝﾃﾞﾚでも軟派野郎でも男前だから許されるんですよね。（笑

ﾄﾞﾗﾏ楽しいですよねー。

もう毎週道明寺にはﾔｷﾓｷさせられてます。

あぁ。今週はどうなるんでしょうかね。

なんか時夫を見てて親心が炸裂しちゃう気持ちわかります。

なんか亮ﾁｬﾝだと安心してみてられるんだけど

ヨコだと妙にﾄﾞｷﾄﾞｷしちゃうんですよね。

まひるの中で亮ちゃんは常に遥斗なんですけど。(笑
なんかそんなｼﾞｬﾆに本気で好きな人達まひるは好きですよ。

自分もすごく気持ちわかるからってのもあるけど

なんか相手が誰であれ恋するって素晴らしい。(*´∀｀*) 
でも忠義の５位って妥当な気がして。（笑

あれで１位だと妙にﾘｱﾙで。（笑

それにﾋﾞｽﾞだけで選ばれてる気がして。

だから５位かなぁって。



しかもあの表情でしょ???
だから５位でいいもの見れたなって。(笑
まひるも最近起きれない日が時々あってﾔﾊﾞｽって思う。

今日はとりあえず起きれたけどね。（笑

いつもｺﾒﾝﾄとﾒｰﾙありがとうね。

すごく励まされます。

さきこさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

せっかくｺﾒﾝﾄくださって申し訳ないのですが

まひるもたちょの携帯の機種は知らないんですよ。

横ｱﾘのまひるの入った回で携帯出してたんですけど

黒っぽいってことしかわからなくて機種までは

わかりませんでした。

ｺﾞﾒﾝなさい。

ヨコと亮ﾁｬﾝはMCでﾌﾟﾚﾐﾆの赤と白って自分達で
言ってたのでわかったのですが。

なので前で見てた方ならわかったかもしれないので

またどこかで聞いてみるといいと思います。

ﾎﾝﾄお役に立てなくてｺﾞﾒﾝなさい。

こちらでも友達に聞いてきますね。

わかりましたらｺﾒﾚｽ残しておきます。

栞さん（＠すばる）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございました。

またﾌﾞﾛｸﾞの方遊びに行かせていただきますね。

これから仲良くしてください。

あ。じゃ、次回から呼びﾀﾒさせていただきますね。

みおり（＠忠義）

お年玉いいなぁ。(*´∀｀*) 
え???でも１６歳ってことは去年まで



中学生だったってことだもんね。

なんかそれに驚く。（笑

髪、２０ｾﾝﾁぐらい切ったね。

胸ぐらいまであったから。

今は肩ぐらい。

でも自分的にはあんまり変わってない

気がするんだよね。（笑

あのｾﾝﾀｰ金髪はすばちゃんしか出来る人いないよね。

しかも似合ってしまうとこがすごい。

なんかまひる、髪型自分でどうしていいのか

さっぱりわからない。(笑
前はこうしたいみたいなのあったんだけど

最近何も浮かばなくて。

でもおされの基本は髪型だよね。(笑
ゆうﾁﾝ可愛いよねぇ。

なんかあのとぼけたｷｬﾗがヨコっぽいってゆーか。

年末のﾄﾞﾗﾏ、何気にDVDになりそうじゃない???
関ﾃさんにDVD要望のﾒｰﾙ出すとか。
これﾘｱﾙに良い案だとｵﾓｰ。(笑
まひるも出してみよ。

「ｼﾝﾃﾞﾚﾗ〜」の時、地元のTV局に放送の要望のﾒｰﾙ出したら
３通目ぐらいで要望の多いﾄﾞﾗﾏなので放送が決定しましたって

返事返ってきて感動したもん。

こうゆうのも地道なことだけど応援の仕方の１つだと

思うんだよね。

あの写真可愛いよね。

ﾎﾝﾄ忠義が計算だったら

よっぽどの天才だと思うよ。

そうだったとしても大倉忠義に変わりはないわけで。

だから大好きです♥

コトさん（＠忠義）

まひるも男の人のｱｸｾｻﾘｰとかって

大好きですね。

特に指輪とﾋﾟｱｽ。

さりげなく見えるﾋﾟｱｽとかスラっと長い指に指輪とか



してると悶え死ぬ。（笑

あと綺麗な鎖骨にﾈｯｸﾚｽとかも良いなぁ。（笑

まひるも髪切ったのでﾛﾝｸﾞﾋﾟｱｽ復活しました。

あ。昨日の「歌謡ｺﾝｻｰﾄ」のたちょのくくった髪

ｶｯｺﾖｽでしたよね♥

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

まひるもﾄﾞｰﾑ当たるか不安です。σ(´ｘ｀ｏ)
なんかどんな忠義も見ておきたい知りたいという

葛藤からいつも雑誌をほぼ全部買ってしまう

自分が痛い。

ﾎﾝﾄ罪な男だよねー。

公開処刑にしたいぐらいで。（笑

昨日の「歌謡ｺﾝｻｰﾄ」のくくった髪が忘れられない。

あやなさん（＠忠義）

いえいえ。

ﾄﾞﾗﾑﾗｲﾝも良いんですけど

たちょがWebか何かで言ってたﾄﾞﾗﾑの教則DVDも（ﾀｲﾄﾙ忘れた）
結構いいんじゃないかなぁって思ったんですけど。

ﾀｲﾄﾙ忘れたんで意味ないんですけど。(苦笑

みずき（＠章大）

久しぶり。（笑

みずきもﾌﾞﾛｸﾞ始めたんだ???
まひるも前、携帯がauの時書いてたよ。
ﾎﾝﾄ誰にも教えてないんだけど。(笑
自己満ﾌﾞﾛｸﾞだった。(笑
みずきのん遊びに行くねー。

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

今年もﾖﾛｼｸねん♥

えぇ???



ﾏｼﾞですか???
まひるのﾌﾞﾛｸﾞそんなに長く見てくれてるんだ???
(　；∀；) ｶﾝﾄﾞｰｼﾀ
ﾋﾟｱｽ、ﾏｼﾞ(・∀・)ｲｲﾈ!!
mixiでﾊｹｰﾝしたの???
声かけてくれればよかったのに。

まひるも結構枯らしてたのを最近復活させた。(笑

ゆか（＠忠義）

黒のﾛﾝｸﾞ何気、飽きた。（笑

だいたいまひるが飽き性なのにﾛﾝｸﾞとか無理。(笑
↑でもまた伸ばす気でいる。(笑
京セラ、まずｸﾞｯｽﾞに並ぼうかなぁって思ってて

その後時間があればご飯してってつもりなんだけど

ｸﾞｯｽﾞが何時から販売なのか???
まひるもゆかに会いたいし。

今の忠義みたいのーんかぁ。(笑
いやいや、全然わからないと思うよ。

特に昨日の髪くくったやつとかｾｸｼｰでよいとｵﾓｰ。

ありさ（＠博貴）

今年もﾖﾛｼｸねん♥

あ。うんうん。お手紙ﾁｮｰﾀﾞｲ♥（笑

去年の春ぐらいからｸﾞｸﾞっと忠義の男前度がｱｯﾌﾟして

人気も出てびっくりしてる。(笑
まひるもまた遊びに行くねー。

美穂さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。前から読んでくださってたんですか???
ありがとうございます。

これからもぜひぜひﾖﾛｼｸお願いします。

ﾋﾟｱｽは数年前もしてたんですけど



ずっとしてなかったんですよ。

それが復活したんで結構男の人のｱｸｾｻﾘｰ大好きな

あたしとしては嬉しくてですね。（笑

あ。あとお名前のことなんですが

ﾒﾙ友にも大倉担の美穂さんって方がいるので

出来れば何か区別できる方法を考えていただけると

助かります。

ﾎﾝﾄｺﾞﾒﾝなさい。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

ｺﾞﾒﾝね。（´ヘ｀；）
ﾌﾞﾛｸﾞに具体的なこと書けなくて。

でもｴｲﾄ関係なく嬉しいことがあったので

書いてみました。

でもｺﾒﾝﾄくれてありがとう。

すごく嬉しかったよ。

ｷﾘﾔﾏﾝ、ｶｯｺｲｲよね???
まひるは元々関ｼﾞｭ推しなので。

なのでかえって東ｼﾞｭの方がﾒｼﾞｬｰな人しかわからないんだよね。

かおりさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうですかぁ。

かおりさんもたちょのこと大好きなんですね。

なんかそうゆう仲間がいると結構嬉しいものです。

これからも遊びに来てくださいね。

お待ちしてます。

cocomiさん（＠忠義）
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

TV LIFEのすばるすごくかっこよかったですよね。
なんか最近すごくすばるのことが気になります。



そうです。そうです。

菊岡正展くんです♥

菊ﾁｬﾝ、ｶｯｺｲｲですよね。

なんかでもｽｶ☆Jの５位は妥当なとこかと。（笑
あれで１位とかだとなんかﾘｱﾙな気がして。(笑
cocomiさんのとこにも遊びに行かせていただきますねー。

しろりんごさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうですね。

好きな人には幸せになってもらいたいって思いますね。

GO!GO!7188の「こいのうた」は聴いたことはないんですけど
知ってます。

結構人気の曲ですよね。

詩の抜粋ありがとうございます。

なんかすごく今の自分と重なる部分が多くて

びっくりしました。

なんかきっと曲聴いたら駄々はまりになりそうです。

ぜひ聴いてみたいと思います。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに丁寧なｺﾒﾝﾄありがとうございました。

また遊びに来てくださいね。

お待ちしてます。

名無しさん

あ。教えてくださってありがとうございます。

気持ち悪いと言われてもー。（笑

これ地なんですいませんとしか

言いようがないんですけどね。（笑

さくらさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。ﾌﾞﾛｸﾞ楽しみにしてくださってるんですか???



ありがとうございますぅー。

すごく嬉しいです♥

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ、おととしのｸﾘｽﾏｽになりましたよ。（死

お互い体に気をつけて毎日楽しく暮らしちゃいましょう。

また遊びに来てくださいね。

お待ちしてます。

になさん（＠嵐）

まひるは９７年から相葉担だったんですよ。

うーん。２０００年ぐらいまでだったんで

まひるも短かったんですけど

でもその当時からの松潤担や智担の友達とかいるんで

まひるでわかることでしたら。(笑
になさんは誰担さんですか???
良かったら教えてくださいねー。



2007.01.24 Wed 大倉忠義注意報。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやりました。

遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

昨日の夜からﾁﾋﾞﾘﾁﾋﾞﾘとやってました。（笑

今日は１４時に早退して[:病院:]に行ったら
診察室誰もいなくて全部で４０分ぐらいで終わったので

帰ってきたら１６時ぐらいで。

で、部屋にﾄﾝﾊﾞﾝのCDが届いてて
特典でﾎﾟｽﾀｰがついててﾆﾔﾘ[:モグモグ:]
あとDVDに壁紙が入ってるらしいんだけど
韓国語で書かれてるから

全然わからなーい!!!!
まひるさん、お手上げさ[:パー:]
もちろん特典DVDも韓国語なわけで[:パー:]
全然わからなーい[:パー:]
最後のﾄｰｸが１番ﾂﾗｶｯﾀな[:悲しい:]
１５分ぐらい延々５人で韓国語ｵﾝﾘｰ。（当たり前[:パー:]
途中５人で「ﾄｰﾝﾊﾞｰﾝｼｰﾝｷﾞ!!!!」ってﾎﾟｰｽﾞ取るとこだけ
無意味にまねしてみた。（笑

そこで終わりかと思ったらまだ続くし。(笑
ちょっとｳｹたし[:パー:]（笑
あぁ。絶対自分で訳せるようになりたいと

いつもｼｭｼﾞｭやﾄﾝﾊﾞﾝのDVD見てると思う。
でも最近韓国語の勉強やってないんだよね[:悲しい:]
韓国語入門の本は読んでるんだけど

ﾉｰﾄに書いたりしてないから文字を全然覚えなくて

前に進まない。（ﾁｰﾝ

両方平行してやらないと全然覚えないな。

こりゃ。こりゃ。

ﾜﾁｮ━━ヽ(o′ｴ｀(o′ｴ｀o)′ｴ｀o)ﾉ━━ｲ!!! 



あぁぁぁぁぁあ。

キタ━━━(;´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀)━━━━!!!

昨日の「歌謡ｺﾝｻｰﾄ」の忠義の髪型萌えす[:ハート:]
ﾔﾊﾞｽ。

妙にｴﾛｽ[:ハート:]
あ。よだれが。（笑

ずるいよ。ずるいよ。大倉忠義!!!!!
だってだってBiDaNのﾘﾎﾞﾝｼｬﾂ再現じゃないでつか???
あの髪型には弱いんだって[:パー:]
生で見たら腰抜かすぐらい大好きなんだって[:パー:]（病気
あの短い間に何度ｷｭﾝ死しただろうか。

ヽ(´∀｀)人(・ω・)人( ﾟДﾟ)人ﾜｼｮｰｲ

あぁ。やっぱり大好きです[:ハート:]
やっぱりって何???やっぱりって!!!!!（笑
いやね、普段、ﾋﾁｮﾙとかﾕﾉﾕﾉとかｼﾞｪｼﾞｭﾝとか言ってても

やっかし大倉忠義なんでつよ。

あぁ。でも今日ちょっといつもより開いた胸元の

ｼﾞｪｼﾞｭﾝにめまい起こしたなんて言ってないよ[:パー:]（笑
だいたいさ、言わせていただくと

２０歳や２１歳そこらであの色気は反則でしょ???
ちなみに２１歳って大倉忠義とかってゆー人のことだけど[:パー:]
そりゃ、まひるたんも病みますよ[:パー:]
やめて[:パー:]これ以上誘惑しないで[:パー:]
いや、嬉しいけど[:ラブラブ:]
所詮どMの人間ですからね[:ラブラブ:]



ヽ(´∀｀)人(・ω・)人( ﾟДﾟ)人(・∀・)人(‾ー‾)人(´_ゝ`)ﾉﾜｼｮｰｲ

世界仰天見なくちゃ[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.01.25 Thu 夢の話。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、ﾊﾞﾄﾛﾜの夢見て目覚めました[:悲しい:]
目覚めわるっ!!!!![:下向き:][:下向き:][:下向き:]
死ぬかと思った!!!!!
なんかしかもｵｶﾝも居たし。(笑
後結構いろんな人出てたけど忘れた[:悲しい:]
とにかく今までのまひるの夢の中で１番たくさん人が出てきたんだって[:パー:]
知らない人もたくさん出てたし。

恐るべしﾊﾞﾄﾛﾜ。

つーか「ハケンの品格」展開が読めてたけど

面白かった[:ハート:]
特にｸﾙｸﾙﾊﾟｰﾏの勘違いぶりが面白かった[:ハート:]
ちなみにまひるは小泉孝太郎萌えす[:ハート:]なんだけどね。
なんかだってもっそい性格良さそうだし[:てれちゃう:]
お坊ちゃまだし[:てれちゃう:]
↑お坊ちゃま好きか???
道明寺風に言うと「しな」があるよね。

品ね。品[:パー:]
でもちょっと軽そうとか思ったりして[:パー:]
それはｱﾃﾌﾟﾘのｲﾒｰｼﾞなんだけどね。（笑

なんか甘いﾏｽｸがどっちにも取れる。

別に付き合うわけでもないのでどっちでもいいんだけど。

だってｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]なんだもん!!!!!
なんかあーゆう一生懸命な役似合うよね。

萌え[:ハート:]萌え[:ハート:]

つーか眠い[:眠たい:]
昨日何時に寝たのか覚えてないんだけど

確実２時までは起きていた。



それで１０時に起きたんだけど

その前にﾊﾞﾄﾛﾜで目が覚めててまた寝たから

所謂２度寝なんだけどでも途中で無理やり起きたから

眠い。( ·д⊂ヽ゛
お昼寝したいんだけどそれやったら確実今夜眠れない

気がする。

でもだいぶ眠いらしい。(´∇｀)ﾌｧｧｰｲ
そんなわけで２時間お昼寝したんですけど

やっぱり眠い[:眠たい:]
疲れてるのかなぁ???
たぶん本能赴くまま寝たら夕方まで眠れるな。( ·д⊂ヽ゛
しかもまた夢見た。

今度はｲｴﾓﾝ（ｲｴﾛｰﾓﾝｷｰ）のﾗｲﾌﾞの夢。

しかも吉井さんがﾊﾟﾝｲﾁで歌ってるというﾊﾚﾝﾁぶり。

しかも白いﾌﾞﾘｰﾌ。(爆笑
どんな夢なのさ[:パー:]
眠りが浅いってことか。

夢を見てるってことは。

だから眠いんだね[:悲しい:]
あぁ。でも吉井さんで良かった。

大倉忠義さんだったらそのまま逝っていたな。

想像しただけで蹴り殺されそうだもん[:たらーっ:]

あ。今夜のﾚｺﾒﾝ中にﾋﾅﾃｨﾌﾞ誕生日迎えるね[:ハート:]
なんかすばるの誕生日、亮ちゃんの誕生日、

そして今回ﾋﾅﾃｨﾌﾞの誕生日で最近わりとﾚｺﾒﾝ中に

誕生日迎えるﾒﾝが多く今日こそはﾚｺﾒﾝ聴かねば!!!!!と思ってるんですけど。
起きていられるかなぁ。

激しく眠いんですけど[:パー:]
あぁ。また寝ますわ[:パー:]

そんなわけでおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽ後で出来たらやりますねーん。

（ちゃんと起きれたら）（笑

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.01.26 Fri ヒナちゃん、おめでとう!!!!

HAPPY BIRTHDAY
SHINGO MURAKAMI
25th!!!!!

ヒナちゃん、誕生日おめでとう。

ヒナちゃんはすごく仕事のこと生き方について

深いところまで考えていてやっぱり大人だなって

思う部分たくさんあります。

そりゃ、ｴｲﾄﾒﾝ誰１人欠けたってﾀﾞﾒだと思うけど

特にヒナちゃん無くしてはｴｲﾄは語れないなって

思います。

ヒナちゃんの突っ込みがあるからこそ

他ﾒﾝが生き生きしてくる。

そう思ってます。

ｴｲﾄのお母さん的存在のヒナちゃん。

これからもみんなを支えて欲しいなって思います。

そしてヒナちゃんもみんなに支えられてください。

ヒナちゃんの優しさにいつも癒されています。

ありがとう。ヒナちゃん。

そして２５歳という年がヒナちゃんのますますの

活躍の年になることお祈りしています。

ヒナちゃんのもとに幸せがいっぱい降り注ぎますように。

２００７．１．２６

関ジャニ∞　大倉忠義担当＊福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休み中。



2007.01.27 Sat そんなあたしはやっかし大倉担なわけで。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか金曜日になると腰が痛くて

土曜日ｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞになるんだよねー[:汗:]
今日も腰痛いです[:悲しい:]

あ。京セラﾄﾞｰﾑ、２５日追加、当たりましたー!!!!!
ｵｰﾗｽじゃないけどこの方が

都合が良かったから[:ハート:]
２４日は行けないし[:悲しい:]
ﾅｰｲｽ(·)(·)←ﾔﾒﾛ。
なので会えそうな方は[:ケータイ:]、もしくは[:パソコン:]に
[:メール:]くだﾊﾟｲ。
[:パソコン:]に[:メール:]くださる方は
[:ケータイ:]のﾒｱﾄﾞとｹｰ番を記入してくれると
助かります[:てれちゃう:]
折り返しまひるのﾒｱﾄﾞとｹｰ番を[:メール:]します[:ハート:]
あとその日どんな予定になってるかも

決まってたらﾒｰﾙで教えてくださるとﾅｲｽです[:グッド:]
ちなみに前ﾌﾟﾛﾌに載せていた携帯のｻﾌﾞｱﾄﾞは

今は使ってないので[:パソコン:]に[:メール:]ください。

昨日のﾚﾝｼﾞｬｰの忠義も可愛かったなぁ[:ハート:]
あとすばﾁｬﾝ[:ラブ:]
やっぱり最近すばﾁｬﾝにﾂﾎﾞなんだよね[:ハート:]
まひるはﾚﾝｼﾞｬｰについては忠義の連載なんだから

忠義の好きなようにやったらいいんじゃないかなぁって

思うんだけど。

下ネタも可愛くて好きだし、

まぁ、小説はﾋﾟﾝとこないんだけどね。(苦笑
でも今、こう思うってゆー忠義がわかって



まひるは大いにやってくれたまえって思うわけで。（何様???
なのでこれからも大倉忠義らしさを前面に出した

ﾚﾝｼﾞｬｰで頑張って欲しいと思う。

１００％大倉忠義の頭の中覗いてやろうなんて思ってないけど

８０％ぐらいはﾚﾝｼﾞｬｰで覗けたらいいなって思います。

多いですか???(笑
まぁ、まぁ、こんなもんですよ[:パー:]（笑
あとの２０％はｴﾛに使ってください。（笑

ここでもｴﾛなのか???

((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 

別にヒチョルに[:メール:]送れるんだけど
その最後に(·)(·)なんて書いてやろうなんて思ってないし[:パー:]
そんなこと思ってるあたしはやっかし大倉担なわけで[:パー:]

((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 

ｱﾌｫーだと思うわけで[:パー:]（笑

腰が痛いのでもう今日は[:パソコン:]やめますわ。
夜中やるかもだけど。（笑

(·)(·)ﾊﾟｲﾊﾟｲ。（最後までしつこいあたし

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅ。



2007.01.27 Sat ﾕﾉﾕﾉ繁殖中。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ｳｨﾙｺﾑ買いました[:ハート:]
なので２５日に会う人にはそっちも教えますねー。

あと２５日会う予定はないけど

ｳｨﾙｺﾑ使ってるお友達も[:ケータイ:]か[:パソコン:]に
[:メール:]くださいねーん。
とにかく[:メール:]くれ。(笑
つーかｳｨﾙｺﾑ買った時に

ﾌﾟｰさんのﾋﾟﾝｸのﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟくれたんだけど

今年２４のあたしがそれを首から下げるとお思いか???
ﾊﾞｶﾀﾚ[:パー:]（笑

つーか頭の中でﾕﾉﾕﾉが繁殖してるんですけど[:パー:]
ﾏｼﾞ、ｳｨﾙｺﾑのﾒｱﾄﾞ設定したんだけど

もしかしたら変えるかもしれない。

ﾕﾉﾕﾉに。（笑

ま、その時は「あ[:ハート:]」って思ってやって[:パー:]

↑ﾕﾉﾕﾉ[:ハート:]



こんなに大人っぽいのに忠義よりも年下。

ﾄﾝﾊﾞﾝの頼れるﾘｰﾀﾞｰである。

はぁ。ﾕﾉﾕﾉ大好きだぁ[:ハート:]
あぁ、そんなわけでﾄﾝﾊﾞﾝの今度のﾂｱｰ行こうか迷ってて

なんかFC先行だと思うんだけどそのﾁｹがﾔ○ｵｸで６万ぐらいに
なっててﾊﾞﾋﾞった[:びっくり:]
５月に東京であるんだけど

そんな先の予定はわからなーい[:悲しい:]
ﾘｱﾙに演舞城とかありそうとか思うし。

↑結局エイト中心なあたくし。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.01.28 Sun まひる、ｶﾑﾊﾞｰｯｸ!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

あたくし、禿げるんじゃないかと

日々思う毎日でございます[:悲しい:]
何って職場のﾊﾞｲﾄの子が最近ちゃんと来てくれないから

１人でﾊﾞﾀﾊﾞﾀやってるのでございます[:悲しい:]
しかもﾊﾞｲﾄ入ってるのに当日、友達と映画観に行きたいからって

ﾄﾞﾀｷｬﾝとかしちゃって[:パー:]
えぇー!!!!!店長には言わなかったけど
まひるさんはﾌﾞﾁ切れるかと思ったよ[:悲しい:]
来たかと思えば全然仕事しないし[:むかっ:]
最近そんなことが続いてﾌﾞﾁ切れ寸前[:むかっ:]
まひるたん、ｶﾙｼｳﾑ不足です[:悲しい:]

つーか昨日の夜中、空（＠章大）と

くだらない[:メール:]を展開。（笑
まひるが「ﾋﾟﾝﾁの時の花沢類あたしも欲しい」って

言ったら「買いなさい!!!!」って言われて
「どこに売ってるのぉー???[:ハート:]」って返したら
空：「え???駄菓子やじゃない。」
まひる：「殺すぞ。」

空：「えぇー???駄菓子やで菓子買うて当たったら
花沢類もらえないのか???(笑」
まひる：「そんなに安くないよ。あ。きっとｻｻﾞｴさんの花沢さんちに

いるかも。」

空：「あぁ。花沢さんち不動産やさんだからいそう。

で。花沢さんちってどこ???」
まひる：「あっち（笑」

ここまでやって空にいい加減にしろって言われたので

やめましたけど

いつも空とはこんな感じです[:イヒヒ:]
果てしなくくだらない人達です[:ハート:]



駄菓子やって!!!!
空のその頭を疑うわ。（笑

あの人頭おかしいからね[:悲しい:]
人のことは言えませんが[:パー:][:悲しい:]

あぁ。今日は仕事から帰ってきて[:携帯:]ﾋﾟｺﾋﾟｺ[:メール:]してたから
更新が遅くなっちゃった[:汗:]
特にｴｲﾄの話もなくー[:悲しい:]
大倉忠義さんの話もなくー[:悲しい:]
頭の中はﾕﾉﾕﾉでいっぱい[:ハート大小:]
だってﾕﾉﾕﾉ顔変わったもん[:パー:]
前はお猿さんみたいな顔してたけど

今はﾅｲｽなｸｰﾙﾋﾞｭｰﾃｰ[:ハート:]じゃないですか???
何がﾕﾉﾕﾉを変えたのだ???
やっかし女???
もうｼﾞｪｼﾞｭﾝの影が薄くなっちゃったじゃん。

つーかこの間まで「歌謡ｺﾝｻｰﾄ」で萌え[:ハート:]萌え[:ハート:]してた
あたしはどこに行ってしまったの???
天に召されたか???

まひる、ｶﾑﾊﾞｰｯｸ!!!!

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

来週やりますね。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.01.29 Mon 心の洗濯。

こんばんワンツー。

大倉担まひるですけどもー。

今日は終わってからミーティングがあって

帰ってきたのは２２時半。

昨日寝てなかったから最初のうちは眠かったんだけど

仕事してるうちに眠気も吹っ飛んだ[:グッド:]
もうすぐ給料日だし、とりあえず溜まってるヲタ誌を

買わないとなぁ。

あと夜行バスの切符も引き換えに行かないとなぁ[:ぴかぴか:]
何気、[:お金:]ヤバスです。
欲しいものもたくさんあるから

少しづつ[:お金:]貯めないとならないし[:パー:]
とりあえず少しづつ何かやっていかないと

前に進まない[:パー:]

あ、もう１コのブログのテンプレ変更しましたー[:ハート:]
前回の気に入ってなかったから

２月になる前に変えてやった[:パー:]
最近あんまり更新してなかったから

テンプレ変更を機会に頑張って書くだす[:てれちゃう:]
ちなみにテンプレを気に入ってるか気に入ってないかで

書く頻度がマジ違うのよ[:パー:]
気に入ってないとあんまり書く努力をしない[:たらーっ:]
今日は疲れてるからイイヤぐらいに思ってしまう。

新しいやつは気に入ってるから頑張って書くだす[:ハート:]
こっちのテンプレどうしようか迷ってて。

一応まだこのまま使うつもりなんだけど

どんな感じにしようかなぁって[:てれちゃう:]
ちなみにまひるは大掛かりなテンプレ変更は自分では

出来ないので[:パー:][:悲しい:]
あしからず[:パー:]
元あるテンプレをいじることぐらいしか



出来ないんです[:悲しい:]
ショボショボなんです[:悲しい:]

つーか最近ずっと調子の良かった左肩が

またあがらなくなってきました[:悲しい:]
四十肩ですか???
あがるんだけど痛いの[:悲しい:]
絶対整体とか行った方が良いと思うよ[:パー:]
それか[:温泉:]に行ってマッサージしてもらうとか。
オヤジか???
バンテリンとか塗ってみる???（笑
あぁ。でもバンテリンとか気持ち良さそう[:てれちゃう:]
もうホント首なんてゴリゴリ鳴るよ。

肩と腰で[:パソコン:]生活に危機が!!!!!（笑
うちにある常備用の湿布だと寝てると剥がれちゃうし[:悲しい:]
意味ないじゃーん!!!!
( ゜Д゜)イッテヨスィ。

あぁ。最近大倉忠義さんの愛に飢えてるんです[:悲しい:]
忠義の愛が欲しい。（切実

だいたい先月のＭ誌なんて紐がかけたまんま開けてないからね[:たらーっ:]
もう買ったまんま読んでないヲタ誌結構あるね。

まずそこから片付けようよ、まひるたん[:パー:]
しかもレンジャーも今度はちゃんと毎週[:パソコン:]に写す作業しないとなぁ。
すでに抜けあるなんて言ってないよ[:悲しい:]
il||li (つω-`*)il||li
(´・ω・`)ショボーンなのである。
ただよしぃー[:悲しい:]
早く会いたいなぁ[:ハート:]
生の大倉忠義に[:ハート:]
頭グリグリしてやるのに。（なんで???
可愛いから!!!!!（笑

ほなおつー。



ジャニーズブログランキングに参加しています。

ランクリお願いします。

クリッククリック。

コメレスお休みちぅ。

明日か明後日にやりますねーん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.01.30 Tue 関ジャニ∞のｾｸｼｰ担当。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

せっかくのお休みなのにすっかり寝てしまい、

起きたら１５時でした[:悲しい:]
それからお風呂に入って今これやってます。

夕飯食べたら仕事に行かないとならないので

ﾎﾝﾄにせっかくの休みなのにって感じで終わりそうです[:悲しい:]

あぁぁぁあ。

「歌謡ｺﾝｻｰﾄ」ﾘﾋﾟった[:ハート:]
ﾏｼﾞで大倉忠義萌え[:ハート:]
もう全然忠義以外目に入ってないのね[:たらーっ:]
ヒナﾁｬﾝが髪切ったとか思いっきりｽﾙｰしてましたもん[:悲しい:]
亮ﾁｬﾝが最後、紙ふぶき食べたみたいで

様子がおかしいのは見ましたけども。（笑

それもO.Aでは気づかず[:悲しい:]
ひたすら忠義がｶﾝﾌｰﾎﾟｰｽﾞを取るのを必死に見てました[:ラブラブ:]
病気ですがな[:パー:]
だってもうあの髪型!!!!!!
ｴｲﾄのｾｸｼｰ担当だと言っても過言ではないね[:ハート:]
ちょっと前までﾎﾞｹｰっとしてて可愛い感じだったのにねー。

どんな大倉忠義でも好きですけど何か???[:パー:]
病んでますけど何か???[:パー:]
横Aでｱｸﾞﾘｰの自分のﾊﾟｰﾄを忘れてﾜﾁｬﾜﾁｬなってる
忠義も可愛かったし[:ハート:]
もうだって忠義の存在が罪ですもん[:ハート:]
たくさんの女子を魅了して罪です[:ハート:]
好きになった時はまさか忠義がこんなに

かっこよくなるなんて思ってなかったし、

こんなに人気が出るなんて思ってもなかった。

ﾎﾝﾄびっくりだよー[:ラブ:]
大倉忠義さん、これからもどんどんかっこよくなって



男に磨きをかけてたくさんの女子を魅了してください[:ハート:]
まひるは応援してます[:ハート:]

つーか昨日の嵐の宿題くん面白かった。

嵐って面白いよね。

何気ｺﾒﾝﾄが笑える。

あと昨日のﾏﾘｴさんがｹﾞｽﾄだったんだけど

ﾏﾘｴさんのお姉さんが翔くんと友達で

翔くんがﾘｱﾙに驚いてた。

翔ﾁｬﾏｶﾜﾕｽ[:ハート:]
まひるもｱﾎﾞｶﾄﾞは好きなんだけど

ちなみに福原家ではｻﾗﾀﾞに入ってるのしか見たことない[:たらーっ:]
ｻﾗﾀﾞ美味しいよね。

なんかﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞとうまく調和してて[:てれちゃう:]
ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ巻きとか食べたことないけど

美味しそう[:ハート:]
もう相葉ﾁｬﾝのｷｬﾗがあたしは好きだよ[:ハート:]
あとニノの時々言う一言がｳｹる[:てれちゃう:]
相葉ﾁｬﾝ面白かったなぁ。（笑

もう時々ｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞになってる時とか

ｷﾞｻﾞｶﾜﾕｽだと思うし[:ハート:]
なんか頑張って喋ろうとすればする程

墓穴を掘っていく相葉ﾁｬﾝが好きである。

ヨコが相変わらず相葉ﾁｬﾝのことを

「かっぺ」と呼ぶのが懐かしｽ。

基本的にヨコって相葉ﾁｬﾝやニノと仲良かったよね。

今もみたいだけど。

なんか８Jの頃の写真とか見ると結構すばるとか
ヒナﾁｬﾝと一緒に写ってる写真多くて

可愛いなぁって思う[:ハート:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

なるべく近いうちにやります。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.01.31 Wed ★ｺﾒﾚｽ★

お待たせしてます。

いつもたくさんのｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽやりますねー。

ｺﾒﾚｽ

りあ（＠すばる）

チュンチュンさん（＠忠義）

結希（＠すばる）

コトさん（＠忠義）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

恵音ﾁｬﾝ（＠忠義）

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

真優さん（＠章大）

みおり（＠忠義）

しぃか（＠忠義）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

さぉりﾁｬﾝ

あすぴぃ（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。 りあ（＠すばる）
じゃ、早速りあで。（笑

あぁ。まひる、基本的に下ﾈﾀ多いんで。(笑
その時はぜひ食いついてください。（笑

最近ﾏｼﾞ朝起きれなくて困ってるよー。

誰かｼｬｷっと起きれる方法教えてくださいと

聞きたいぐらいで。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ﾏｼﾞﾔﾊﾞｽ。

チュンチュンさん（＠忠義）

大倉担ってMが多いんですかねぇ。(笑
忠義が基本Sじゃないですか???
だからMが多いのかも。（真剣に語ることじゃない
MADのTJが誰かわからなかった大倉担まひるですけどもー。
いやいや誰にでも自担以外に心のｵｱｼｽはいるからね。

まひるは仁ﾁｬﾝなんだけど。（ぇ???
今日もハケンさんだねー♥

楽しみだす。

ｸﾙｸﾙﾊﾟｰﾏの勘違いぶりﾏｼﾞ笑えるよね。

おかしいのは顔だけにしてくれと言いたい。

ﾌﾞﾘｰﾌって···。（笑

なんかあの日は夢ばっかり見てて

その後亀ﾁｬﾝの夢見たんだよね。

つーかﾚｺﾒﾝ寝ちゃったよ。（涙

もう起きてる時は朝ぐらいまで起きてるくせに

肝心な時、起きていられないんだよね。

えぇぇぇぇー???
忠義が明日来るよって言われたら

制御不能になるかもしれない。（重症

道明寺にくっつく猿女みたくなるかも。（笑

花沢類はﾎﾝﾄ雰囲気がﾔﾊﾞｽなんだよね。

ちょっとふわふわした感じ。

神出鬼没だし。

結希（＠すばる）

じゃ、早速結希で♥(笑
空とのやりとりはｱﾌｫだなって思うとこがたくさんあるよ。

楽しいから随分間が開いちゃったけど

交換日記やめたくないなぁと思って。

そうなんだよねぇ。

ｴｲﾄみんな頑張りやさんだけど

その頑張りが目に見えて進歩してるのがわかるのが



たちょなんだよね。

そうゆうとこがすごく好きなんだと思う。

ﾎﾝﾄ髪伸びるの早いよね???
それはｴﾛだからですか???(笑
ﾃﾝﾌﾟﾚ、最近は大幅な変更はしてないんで

自分で画像作って入れてるだけですね。

もうﾊﾟｿやってると肩と腰が痛くて。

後、立ち仕事なので腰はﾔﾊﾞｽです。

ｴｲﾄｺﾝ、お互い楽しみましょうね。

コトさん（＠忠義）

歌謡ｺﾝｻｰﾄはﾏｼﾞﾔﾊﾞかったですよね。

悶え死ぬかと思いました。(笑
あ。ﾏｼﾞですか???
ﾐｯｷｰとﾏｯｸｽ好きだったんですか???
まひるは英雄在中とﾕﾝﾎが好きですね。

相ﾘﾝOKですよー。
ﾘﾝｸ貼っておくのでお時間ある時に確認

お願いしますね。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

ﾔﾊﾞｽです。

２１歳であんなにｾｸｼｰなのは反則ですよ。

ﾎﾝﾄ色気をわけてもらいたいぐらいで。

まひるも頑張らなくちゃ。

でも色気って自分で出そうと思って出せるものじゃないと

思うのでやっかし大倉忠義はすごいと思うよ。

ななﾁｬﾝはﾄﾞｰﾑｺﾝ行く???
まひるは２５日の１１時のやつに行きます。

恵音ﾁｬﾝ（＠忠義）

ケイトﾁｬﾝね。了解しますた。

ﾎﾝﾄ今更でｺﾞﾒﾝね。（涙

歌謡ｺﾝﾔﾊﾞｶｯﾀよね。



あの忠義はﾎﾝﾄ反則だと思うわー。

あの色気を少しでもわけてもらいたいぐらいで。

めっちゃｾｸｼｰに舞ってたよね。

(*´Д`*)♥ 
食いしん坊なヨコとたちょが可愛かった♥

まひるんちの近くのうどんやさんは

関西風なんですよ。

なのでおつゆが黒くないんですよ。

まひるもうどんは大好きなので

関東風でも関西風でもどっちでも好き。

mixiでも仲良くしてくださいねーん。
夢にたちょが出てきたのに飛び起きちゃったの???
もったいない。

まひるなんてたぶん最近全然たちょ夢で見てないよ。

ﾚｺﾒﾝ、結局起きていられなかったよ。（涙

ヒナﾁｬﾝも２５歳だねー。

なんか改めて考えると１０代の頃から見てるわけで

そんなヒナちゃんが２５歳って妙な感じがします。

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

ﾎﾝﾄ月日が経つのは早いね。

桃ﾁｬﾝが声かけてくれてから１年経つんだねー。

ﾌﾞﾛｸﾞ始めてから２年経つし。

もっともっと長く続けられるよう頑張りたいです。

ﾏｼﾞでー???
ｺﾐｭにも参加してくれてるんだ???
ありがとねーん。

何気に活動してないけど。（苦笑

学校さぼりたくなる時ある!!!!
まひるも仕事行きたくない時とかあるもん。

でも休むと他の人の迷惑になるから

なるべく休まないようにしてるんだけど

でもお布団が恋しい時結構あるよ。

ﾏｼﾞで???
ﾊﾞﾝﾃﾘﾝ効くんだ???



まひるも買おうー。

肩こりと腰痛持ちだからいつも湿布なんだけど

湿布だと寝てる時にはがれちゃうんだよね。（涙

受験無事に終わるといいね。

そしたらｴｲﾄ三昧だね。

ゆか（＠忠義）

ﾎﾝﾄ代行頼んじゃってｺﾞﾒﾝねー。

でも横Aの時ﾊﾟﾝﾌとﾏｼﾞｶﾙﾊﾞﾝﾄﾞと章大のﾌｧｲﾙが
買えなかったからそれだけは避けたいんだよね。

２５日１部終わってからナナ美ﾁｬﾝとチュンチュンさんと

お茶するんだけど

ゆかも時間あったら参加しない???
歌謡ｺﾝｻｰﾄのあの髪型はﾔﾊﾞｽだよね。

どれだけの人が萌え萌えさせられてるとお思いか???

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

まひるもﾄﾞｰﾑｺﾝ追加が当たりました♥

ﾜｸﾜｸ、ﾄﾞｷﾄﾞｷ。

ﾚｺﾒﾝ聴いた???
どだった???
まひるは寝てしまいましたー。（最悪

真優さん（＠章大）

ﾘﾝｸの変更了解しましたー。

お知らせありがとうございます。

みおり（＠忠義）

うん。遠征組にとったら１１時からの方が

助かるよね。

でもそれでも朝、ｷﾞﾘｷﾞﾘなんだけどね。

ﾊﾟｿにﾒｰﾙありがとねーん。



しぃか（＠忠義）

全ｽﾃﾗｯｷｰだったね。

うまくばらけてくれて。

ﾃﾗ裏山ｼｽです。

会えるの楽しみにしてます。

ﾖﾛｼｸねー。

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

なんか毎日早くﾁｹｯﾄ来ないかなぁってﾄﾞｷﾄﾞｷだよ。

早く２月半ばになれ。

でもﾄﾞｰﾑだからよっぽど亮席じゃない限り

どこも一緒かなぁとか思ってます。

楽しみだね。

ﾚｲﾝﾎﾞｰﾎｰﾙはﾎﾝﾄ周り何もないよね。

さぉりﾁｬﾝ

うーん。ｺﾞﾒﾝね。

さぉりﾁｬﾝが誰担さんか思い出せない。（涙

あすぴぃ（＠忠義）

駄菓子やでお菓子買って当たったら花沢類がついてくるとか

あり得ないから!!!!!（笑
そんな花沢類ならお菓子大人買いしちゃうもん。

ﾋﾟﾝﾁの時の花沢類ほしいよねぇ。

昨日も職場に休みだったんだけど

仕事があって行ったらﾊﾞｲﾄきてなくて他の人が入ってた。

いい加減すぎてﾌﾞﾁ切れ寸前だよ。



2007.01.31 Wed ｿﾌｧｰにﾊﾞｽﾛｰﾌﾞで。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日のｽｶ☆Jの忠義、ﾘｱﾙなんですけど[:パー:]
なんか忠義は絶対ｽﾚﾝﾀﾞｰってとこは譲らないよね。（笑

雑誌でもｽﾚﾝﾀﾞｰがいいって言ってるし。

まひるは努力が足りない証拠だね[:悲しい:]
なんか頑張らなくちゃならないとこたくさん

ありすぎて追いつかないんんですけど[:パー:]
はぁ。一瞬にしてｾﾚﾌﾞにならないかなぁ[:ぴかぴか:]
そしたらたくさん洋服買ってｴｽﾃも毎日行って

お肌ﾂﾙﾂﾙで髪の毛もいつもﾂﾔﾂﾔで。

あぁ。でも痩せなきゃならないことは

今と変わらないんだけどね[:悲しい:]

あ。P誌読んだ[:ハート:]
まひるね、三半規管が弱いので

子供の頃はいつも車酔いしてて遠足とかﾊﾞｽは絶対前の方に

乗ってた[:悲しい:]
高校生ぐらいから車酔いしなくなったんだけど

でもそれまではいつも吐きそうになってた[:悲しい:]（最悪だ
あと子供の頃は枕が変わると眠れなくて

修学旅行とか友達んちお泊りとか全然眠れなくて

嫌いだった。

今は全然平気なんだけどね。

どんだけ神経質な子供だったんだろ。

今もちょっとだけ神経質な部分は残ってるかなぁ。

Oｶﾞﾀﾝなんだけど限りなくAに近いO。
ﾎﾝﾄの親が血液型なんなのか知らないけど

育ての親は２人ともAだからね。
弟がﾎﾝﾄ典型的なAですっごい神経質で
細かくて。

軽く潔癖症。



子供の頃はすごいﾆﾌﾞﾁﾝな子供だったのになぁ。（笑

(*´д`)ｱﾊｧ。
忠義、ｿﾌｧｰにﾊﾞｽﾛｰﾌﾞ???

キタ━━━(;´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀)━━━━!!!

萌えす[:ハート:]
激しく萌えす[:ハート:]
なんでそんなｺﾞｰｼﾞｬｽなの???（笑
まひるは何着てたらいいですかねぇ???
やっぱり脱がす楽しみがあった方がいいですか???（笑
でもせっかくｼｬﾜｰしたのに

また同じ服着ちゃうのも何ですかねぇ???

じゃ、ﾊﾞｽﾛｰﾌﾞで[:ハート:]

妄想だけでｻﾖｰﾅﾗｰなんですけど[:パー:]
幸せだ!!!!
その前にﾔｾﾛ!!!!![:パー:]

最近がっかりしたこと。

くるちゃん（AIR）がｵｯｻﾝになってたこと。（笑
いやね、去年の１２月に発売になってたｼﾝｸﾞﾙを

今日買ったのね。

そのｼﾞｬｹがくるちゃんの正面の顔だったんだけど

すごくｵｯｻﾝになってた[:悲しい:]
えぇ???くるちゃんっていくつだっけ???
今年で３６歳だっけ???
はぅ。永遠の少年だと思ってたから

ちょっと悲しかった[:悲しい:]
声は永遠の少年なんだけどなぁ。



そう考えるとやっかしｼﾞｬﾆｰｽﾞってすごいなと思うわけで。

ﾏｯﾁさんとかﾋｰ様（東山さん）とかもう４０過ぎだったりする

わけでしょ???
（ﾋｰ様はまだ３０代だっけ???）
でも全然若いもん。

しかもｶｯｺｲｲし。

恐るべし、ｼﾞｬﾆｰｽﾞ事務所。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.01 Thu 大倉忠義の髪の毛事情。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

途中まで書いて消えやがりました[:むかっ:]
今日は珍しく爽やかなお目覚めで

朝８時には起きて快適[:ぴかぴか:]
最近寝る前にﾎｯﾄﾐﾙｸﾃｨｰを飲むのが習慣になってて

これ飲むとﾎﾝﾄすぐ眠れるんだよね[:ぴかぴか:]
うぅーぅう。

でも今日は休みなのに仕事行かなくちゃならないんだよなぁ。

２回目にしてこの業務をやめたいと思ってます[:悲しい:]
なんて会社に口が裂けても言えませんけど[:パー:]
さすがに休日出勤が毎回となるとねー。

ゆっくりしたい夜だってあるしさ[:ぴかぴか:]
まぁまぁ、結局行くんですけど[:パー:]

あ。そういえば大倉忠義さんが美容院に行ったの

わかりましたよ。

だって雑誌とか見るとかなり伸びてて

痛んでる感じがあったんだけど

「歌謡ｺﾝｻｰﾄ」の時ちょっと短くなってたよね???
え???気のせい???
髪くくってたからかもだけど

ちょっと短くなってた気がする[:ハート:]
でも結局またｾﾝﾀｰわけになってる気がする[:てれちゃう:]
前髪忠義くんがもうちょっと見たかったのになぁ[:ハート:]
まだｽｶ☆Jでは見れるよね[:ハート:]
つーか来週のｽｶ☆Jのｹﾞｽﾄ、つっつんなんですけど[:パー:]
まひるはつっつんが好きなんですけど

周りにそれ言ったら引かれました。

でも予告見たけどつっつん言いたい放題だったよね[:パー:]
ちょっとつっつんの見方変わるかも[:悲しい:][:下向き:][:下向き:][:下向き:]



昨日ｦﾀ誌熟読しようと思ったのに

眠気に負けて寝てしまったよ[:眠たい:]
なんか今回、ｶﾚﾝﾀﾞｰ、M誌からKAT-TUNは出すんだねー。
それでｼｰﾙがついてたんだけど

裏山ｼｽ。

あれｴｲﾄでも欲しい[:ハート:]
名前入りのｽﾃｯｶｰ欲しい[:ハート:]
なんかｶﾚﾝﾀﾞｰ、電話で予約したんだけど

ちゃんと予約出来てるのかなぁ。

もっそい不安なんですけど[:パー:]
ちなみにｴｲﾄとKAT-TUNのｶﾚﾝﾀﾞｰを予約しますた[:ハート:]
なんかお年寄りが経営してる本屋だからぁゃιぃんだよね[:悲しい:]
後で電話で確認しておこ。

まだﾀﾜﾚｺで予約出来るみたいだし[:てれちゃう:]

つーかやっぱり爽やかにお目覚めはないようで

今、もっそい眠い。( ·д⊂ヽ゛
でもお昼寝すると果てしなく寝てしまうし[:悲しい:]
お昼寝しないとﾚｺﾒﾝまで起きていられないし。

微妙なとこね。

あ。そういえば昨日初めて気づいたんだけど

時夫って左の眉に傷があるよね。

何今更言っちゃってるの???って感じだけど
気づいてみました[:ハート:]
次回のTV LIFEの連載、やっすんと忠義だから
楽しみ[:ハート:]
忠義がﾊﾞﾝﾄﾞについて語るみたいだし[:ハート:]
何気、TV LIFEの連載長いよね???
連載とか嬉しいんだけど買うのが大変なんだよなぁ。

特に今まで抜けなしで買ってるから

これからも抜けなしで買いたいし[:てれちゃう:]

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.02 Fri 復活!!!!勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾚｺﾒﾝ聴かずにﾍﾞｯﾄﾞの中にINしてしまったよー[:悲しい:]
で、残り１５分ってとこでｱﾂ兄が出てることを

思い出してﾗｼﾞｵつけたのね。

そしたら思いっきりﾗｼﾞｵの調子悪いじゃん!!!!
途中で聞こえなくなるじゃん!!!!![:悲しい:]
このﾊﾞｶｺﾝﾎﾟ絶対火あぶりの刑だね。

CD聴けない、MD聴けない、ﾗｼﾞｵ聴けない。
ｶｾｯﾄがｵｰﾄﾘﾊﾞｰｽにならない。（爆笑

手動ですがな[:パー:]
死ねばいい!!!![:パー:]

あ。そんなわけでですね。

今日は久々にやります!!!!!

復活!!!!!
勝手に∞ﾚﾝｼﾞｬｰにｺﾒﾚｽ!!!!!
ﾊﾟﾌﾊﾟﾌﾄﾞﾝﾄﾞﾝ。（しょぼい音だなぁ

じゃ、やりますぅー。

渋谷すばる様

まひるも最近ｱｶｽﾘに行きたいなぁってﾘｱﾙに思ってたから

びっくりした[:びっくり:]
しかもよこんぼとくらんぼと行きましたかぁ。

それはｻｳﾅの日ですよね???（笑
ｻｳﾅ入った後にｱｶｽﾘやったんだろうね。

爆笑。
強烈なTﾊﾞｯｸ姿が見たい!!!!
（↑THE変態。
なんかすばちゃんはいいとしてよこんぼとくらんぼは



結構危険な感じがするのはまひるだけですか???
すばちゃんはｽﾚﾝﾀﾞｰじゃないですか???
よこんぼはお腹がー。（笑

くらんぼはお尻が限りなくﾌﾟﾘﾃｨｰじゃないですか???
それはいいのか???
大倉忠義!!!!!
髪を洗ってもらうほどないとつぶやくよこんぼが

限りなくｶﾜﾕｽ[:ハート:]
まひるの明日からの職業は大阪でｱｶｽﾘのｵﾊﾞﾁｬﾝになりますわ。

でも強烈なTﾊﾞｯｸをはいた忠義を前にして
ｱｶｽﾘなんぞ出来ませんがね[:パー:]
そこまで変態じゃないです[:パー:]
すばちゃん式ｽﾘｽﾘは余計なとこまでｽﾘｽﾘされそうなので

お断りします[:パー:]

内博貴様

お久しぶりです。

頑張っていますか???
１日も早い復帰を心待ちにしています。

早くﾚﾝｼﾞｬｰにﾋﾟﾝｸが戻ってきますように。

そしてﾋﾟﾝｸのつなぎを着たﾚﾝｼﾞｬｰに会えますように。

楽しみにしています。

可愛い末っ子ﾚﾝｼﾞｬｰ。

ﾋﾟﾝｸはどんなﾎﾟｼﾞｼｮﾝなんだろうと考えるとﾜｸﾜｸします。

錦戸亮様

ﾊﾟｿｺﾝから引きこもりと連想されてしまうとこが痛い!!!!
えぇーぇぇえ。

そうですとも。

ﾊﾟｿｺﾝｦﾀｸの引きこもりなあたくしでございますよ[:パー:]
亮ﾁｬﾝ、ﾋﾞﾝｺﾞ!!!!!（くっそー。
あ。でも引きこもりで連想するのが

最近の僕なんだ。

ちょっと安心したじゃないかぁ。（笑

運



こ

って!!!!（笑
亮ﾁｬﾝがそんなｷｬﾗだったなんて。

新しいｷｬﾗ確立ですなぁ。

なんかしかもその後が茶色ってﾘｱﾙなんですけど[:パー:]

丸山隆平様

あぁ。春物の服欲しいなぁ。

でも買うとすぐ着たくなるから今は買えないんだけどね[:悲しい:]
あぁ。丸ちゃんってﾓﾉﾄｰﾝってｲﾒｰｼﾞするわぁ。

それかｵﾚﾝｼﾞね。（笑

まひるもちょっと前にｦﾀ誌買いまくってたら

紙袋の取っ手が切れました[:悲しい:]
丸ﾁｬﾝと同じ状況です[:パー:]
ｽﾞｻｽﾞｻっと雑誌が散らばりあれあれ状態です[:悲しい:]
つーか丸ﾁｬﾝ買いすぎです[:パー:]
しかも最近は丸ﾁｬﾝも垢抜けたらしいけど

一時期服装ﾔﾊﾞｶｯﾀとか。（笑

でも亮ﾁｬﾝが丸ﾁｬﾝを初めて見た時はｶｯｺｲｲって思ったって

言ってたからどれがﾎﾝﾄなのかな???
亮ﾁｬﾝがｶｯｺｲｲって思うって結構すごいことだと思うんだけど。

丸ﾁｬﾝ良かったね[:ハート:]

安田章大様

うーん。

まひるが思うに人から何も言われなくなるような

そんな立派な人間はいないと思うんです。

誰かしらどこかに未熟な部分があって

それを人から注意されて直す。

そうやって大きく成長していく。

それが人間ではないかと思います。

それと吐き出していいことと吐き出さない方がいいことって

ゆーのもあると思うんだよね。

それが結構紙一重で難しいんだけど。

今日のヒナﾁｬﾝのﾚﾝｼﾞｬｰの言葉にも繋がるんだけどね。



それを手探りで見つけていく。

時には相手とｹﾝｶすることもある。

自分でｸﾞっと我慢して腹の立つこともある。

それはその人の言い方だったりｷｬﾗｸﾀｰだったり

いろんなことも含まれてくると思うんだけど

でも言っていいことと悪いことはあると思う。

まひるもえらそうなことは言えないけど

今言えることはこんな感じかな。

大倉忠義様

素直にｻｳﾅに行ったと言っておくれ[:ハート:]
なんかｻｳﾅだってわかったけどなんかｴﾛｲ遊びでも

してるみたいに妄想が広がったじゃないか!!!!
それはまひるだけでしょうけども[:パー:]
（↑THE変態。
でもﾎﾝﾄ忠義の文章は面白くて想像力をかきたてられるよ。

忠義っぽいってゆーか[:ハート:]
こうゆうとこが可愛いんだなぁって思う[:ハート:]
つーか忠義の似てなさそうな物まねが見たいんですけど[:パー:]
ある意味すでにそれが罰ｹﾞｰﾑだよね。

ヨコとか絶対ｷﾞﾊﾞﾁｬﾝのまねとかしてそうだし[:パー:]（爆笑
ただちゃん今年も忙しくなりそうなのかぁ。

覚悟しておかないとね[:ぴかぴか:]
何の仕事かわからないけど

演舞城だったらいいいなって思ってます[:ハート:]
たぶん時期的に連ﾄﾞﾗはないと思うから（演舞城が４月以降らしいので

単発ﾄﾞﾗﾏとか???
でも連ﾄﾞﾗでもすごく嬉しいなぁ。

[:テレビジョン:]にかじりつきで見ますけど何か???[:パー:]
報告楽しみにしてるね[:ハート:]

村上信五様

一言。

これは難しい。

やっすんのとこでも書いたけど



その言っていいこと悪いことの判断が難しい。

たった一言で相手の傷つくことを発してしまうこともある。

同じ一言を言われるのにも

相手によって腹が立ったりすることもあるし。

時と場合の使い分けが難しい。

なんかすばると亮ﾁｬﾝのうどんの話すごくほっこりした。

ちょっとしたことでもありがとうとか

感謝の気持ちを表されると嬉しいよね。

こうゆうのってﾎﾝﾄ親の育て方がわかるってゆーか。

亮ﾁｬﾝもすばるも暖かい環境で育ったんだなってわかる。

自分もそうでありたいと思う。

横山裕様

出た。またｻｳﾅですか???
これはすばﾁｬﾝとくらんぼと別の時なのかな???
まひるは[:温泉:]とかｽｰﾊﾟｰ銭湯とかは好きなんだけど
[:家:]のお風呂があんまり好きではないのですよ。
なんか疲れちゃうんだよね[:悲しい:]
冬場はちゃんと湯船に浸かるけど

夏場はｼｬﾜｰ派です[:ハート:]
えぇぇぇー!!!!２時間も入ってられないんですけど[:パー:]
まひるは４０分ぐらいかなぁ。

しかも熱い湯に短時間派。

ｺﾝｻｰﾄの構成が決まったってことは

もう「Butterfly I Loved」は見れないってこと???
まひるはまた歌ってくれてそれがDVDになるってゆーのが
目標だったんですけど[:パー:]
（↑勝手な目標。

ｴｲﾄﾚﾝｼﾞｬｰがどうなってしまうんだ???
あー。もうﾜｸﾜｸだよー。

早く２５日にならないかなぁ。

今日、職場に休みの申請してきたもん[:ハート:]
ｼﾞｬﾝｹﾝ勝ったよー[:ハート:]
よこんぼとﾗﾌﾞﾗﾌﾞだね[:ハート:]



長くなりますた。

でも久々にやれて嬉しかった[:ハート:]
なかなか時間がなくて

８人分って意外と大変。

しかも今休みでも仕事行ってるからね[:悲しい:]

じゃ、この辺でほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.02 Fri 大倉忠義に想われたい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

あぁ。今日も仕事終わったっちゃ[:ハート:]
結局今週丸々仕事なわけで[:悲しい:]
いや、来週もだし、ｴﾝﾄﾞﾚｽに続くんですけど[:パー:][:悲しい:]
あぁぁぁああ。１日ｺﾞﾛｺﾞﾛしてたい[:悲しい:]
まひるもｻｳﾅ行きたい!!!!!ｱｶｽﾘ行きたい!!!!
よしくんの強烈なTﾊﾞｯｸ姿見て卒倒したい[:ときめき:]
（↑THE変態。
なんかしかも昨日、ｶﾞﾓｰﾅを見たので

そのTﾊﾞｯｸが赤だと勝手に想像してるTHE変態。
赤ふんじゃん!!!!（笑
すばるとか細いからｽﾘｽﾘされてると

横ﾁﾝ出そうだし。（爆笑

あぁぁぁぁあ。

渋谷さん。そうゆうことは想像力豊かなあたしにわからないとこで

言って欲しいわ。

当分赤ふん姿を想像しちゃうから。（笑

いや、でもこれからも教えてください[:ハート:]
悶え死ぬから[:パー:]
忠義とかご立派そうな持ち物持ってそうだし[:ラブラブ:]
あぁぁぁぁあ。

下ﾈﾀだと止まらなくなってしまう自分が痛い[:ショック:]
このﾈﾀで何度語った???（笑
もうやめますわ[:パー:]

今日こそは早く寝てやる!!!!!
最近３時ぐらいとかで今日は寝てないし、

さすがに疲れてきたよ[:悲しい:]
ｽﾄﾚｽも溜まってるしね。

２０時間ぐらい爆睡したいんだけど

仕事あると思うとそうゆうことも出来ないんだよなぁ[:悲しい:]



休みの日にﾊﾞﾝﾃﾘﾝ買ってこよ。

もう肩とかｶﾞﾁｶﾞﾁだよ[:悲しい:]
なんか筋とかおかしくなりそうだもん[:悲しい:]
今日も湿布ｺｰｽです[:悲しい:]（ﾊﾞﾊﾞｸｻ
肩がこるのはﾁﾁがﾃﾞｶｲから???（笑
↑忠義さん、ここ食いつくとこですよ。（笑

いや、別にそんな大きくないけど[:パー:]
でも人並みちょいぐらいはあるかなぁ。

お手ごろですぜ。大倉さん[:ハート:]（笑
あぁぁぁぁぁあ。

今日下ﾈﾀのｵﾝﾊﾟﾚｰﾄﾞになってきた[:下向き:][:下向き:][:下向き:]
やめます。やめます[:パー:]

あ。今日、花男だねー[:ハート:]
なんか今週は特に楽しみな展開だね。

道明寺VS花沢類。
もう毎週このﾄﾞﾗﾏ見て涙してるもん[:ポロリ:]
どっちともくっついて欲しいぐらい

２人とも好きなんだけど

でもつくしは１人しか居ないわけで[:悲しい:]
なんかこの恋する乙女の気持ちは痛いほど

わかるよ。

先週の展開は良かったわー[:ハート:]
まひるも忠義に想われたい[:ハート:]
まっ。一生無理なんですけど[:悲しい:]
悲しい現実[:悲しい:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にｺﾒﾝﾄください[:ハート:]



2007.02.03 Sat eighterとしての気配り。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

通称ｦﾀｸ。のまひるです[:チョキ:]
今日も１日長かった[:悲しい:]
いや、もちろん仕事ですけど[:パー:]（笑
仕事は大変なんだけどなんか楽しいんだよね[:ぴかぴか:]
休みも出勤してるんだけど

体ｶﾞﾀｶﾞﾀなんだけどなぜか楽しいの[:ハート:]

それはあたしがどMだからですか???

いや、別にそんなつもりもないんだけど

頑張ってる自分に満足してるっつーか。（笑

なんかだからつらい時期もあったけどそれ乗り越えた今は

すごく楽しいよね[:てれちゃう:]
今日も肩に湿布貼ってますけど[:パー:]（笑

あ。つーか相方、空（＠章大）のﾌﾞﾛｸﾞ読んでて気づいたんだけど

そうだよね。

この間のﾚﾝｼﾞｬｰの章大の様子はおかしかったよね。

何かあった感じだったよね。

なんかきっと忠義が同じこと書いてたら何があったんだろ???
って心配してたと思う。

なんか普通にｺﾒﾚｽしちゃったんだけど

でもまひるの思ってることを正直に書いたつもりだから

もし、もし、あり得ないんだけど

もし章大の目に留まってもちゃんと言いたいことは言えてると

思う。

やっぱり自担ってするどいなぁって思った。

まひるもeighterとしてはまだまだ甘いなって思った。



もっともっとﾒﾝﾊﾞｰ全員に気を配らないとﾀﾞﾒだなぁって思った。

今のままじゃ、ただの盲目大倉担になっちゃう[:悲しい:]
気配り。気配り。

ﾎﾝﾄ反省してます[:悲しい:]

なんかよっぽど疲れてるらしい[:悲しい:]
肩に湿布貼ったらすごい肩がｼﾞﾝｼﾞﾝしてるの。

剥がそうかと思うぐらい。（笑

一応来週の火曜日は仕事完全に休もうと思ってるんだけどね。

[:病院:]行くから夜も仕事行ってたら確実に
休みがなくなるから。

さすがにそこは休み欲しいですわ。

一応休日出勤は強制ではないし[:パー:]
はい。５分の間に首２回鳴らしました[:パー:]
病んでますけど何か???[:パー:]

あ。今ねまひるの[:パソコン:]の前に飾ってある写真は
関風ｺﾝのﾊﾟﾝﾌ撮りの忠義のｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾄなんだけど

誰かに似てるなぁーって思ってたのね。

昨日気づいたね[:パー:]
ﾊｾｷｮｰ[:パー:]
何だよ。何だよ。

美人さんじゃないですか???
目元とか口元とかが似てるの[:ハート:]
口角ｷｭｯｽﾏｲﾙしてるやつだから

持ってる人は見てみて[:ハート:]
今、この忠義に夢中なんです[:ハート:][:ハート:][:ハート:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.05 Mon 妄想ﾁｯｽ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は友達と[:携帯:]してて
ﾌﾞﾛｸﾞ更新できずにｽﾏｿ。

また今日からがむばります[:グッド:]
明日は完全なお休みもらったので

早めに[:病院:]行ってゆっくりしようかなって。
ちょっとのんびりしないと過労死するよ[:悲しい:]
そんなこと言ったらｴｲﾄﾒﾝなんてもっと頑張ってるのになぁと

思うわけで。

それに比べたらまひるは全然ﾗｸかなって[:てれちゃう:]

つーか今日、ｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰを捲ったら

「ｷｽ増加週間です」ってあってその標語を考えたのが

やっかし大倉忠義なわけで[:パー:]
そんなことならいっそまひるにもｷｽしてくれ[:キスマーク:]
今から会いに行くから顔見たらとろけちゃうぐらい濃厚なやつ

お願いします。

腰砕けになっちゃうぐらいお熱いのをﾖﾛｼｸ[:チョキ:]
あぁ。妄想だけで逝ってきます[:ラブラブ:]
あぁ。家に行ってﾋﾟﾝﾎﾟｰﾝって鳴らしたら

忠義が出て「誰???」って言って「まひる。」って言ったら
走って出てきて「どないしたん???こんな遅くに。」って。
「急に忠義の顔見たくなって[:ハート:]」って冷たい手にはぁっと
息を吹きかけながら言うと

忠義がｶﾞﾊﾞって抱きしめて「俺はここやで。」って言って

熱いﾁｯｽですよ[:キスマーク:]
出た!!!!!妄想ｦﾀｸ。
あぁぁぁぁあ。

そんなことにﾎﾝﾄにならないかなぁ[:ハート:]（爆笑
世の大倉担は自分に当てはめて妄想してくだﾊﾟｲ。

忠義とｷｽなんてした日にゃ、鼻血止まらないですぜ[:ラブラブ:]



出血多量で死んじゃう[:ハート:]
なんか付き合ってる設定ってだけで萌えるんですけど[:ハート:]（重症

眠いよー[:眠たい:]
昨日、何時に寝たっけ???
たぶん３時ぐらいまで起きてたと思うんだけど。

友達と２２時から１時ぐらいまで[:携帯:]してて
ﾃﾝｼｮﾝあがりすぎて眠れなくて

ﾌﾞﾛｸﾞ書こうかとも思ったんだけど

なんかそんな気分じゃなくて

ひたすら音楽聴いてた[:ムード:]
章大がｴﾙﾚのｷﾞﾀﾘｽﾄと同じｷﾞﾀｰを同じ店で買ったと知り

ﾃﾝｼｮﾝ上がり[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
久々にｴﾙﾚを聴いた[:ハート:]
そんなことしてたら何時に寝たか忘れた[:悲しい:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.06 Tue 苺好きに弱い相方。（笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、１４時に起きて

はぅ!!!![:病院:]だ!!!!って思ってｶﾞﾊﾞって起きて
即効[:病院:]行ってきた。
目覚ましは１３時にかけてあったんだけど

止めて寝ちゃったみたい[:悲しい:]
でも意外と早く終わって１５時半には帰ってこれた。

まひるたん、ステキ[:ぴかぴか:]
それから[:メール:]の返事返したり
ｺﾞﾛｺﾞﾛしたりして現在に至る[:パー:]
まだ返してない[:メール:]とかあるから
夜にでも返せたら返します。

ちょっと[:メール:]溜まってるんで
なかなかすぐには返せないんですけど

出来るだけ返しますのでしばしお待ちを[:パー:]

あぁぁぁぁぁあ。

ﾁｹｯﾄ配送日の１３日ってもう来週じゃないですか???[:パー:]
何気ﾊﾞﾀﾊﾞﾀしてるのであっという間に１３日に

なりそうなんですが[:パー:]
ｳﾎｯ!!!!ﾄﾞﾁﾄﾞﾁだわ[:ラブ:]
なんかエイトの肉眼に納まろうなんてずうずうしいことは

考えてないけど

せめてまひるの肉眼に納まりますように。ﾅﾑﾅﾑ。

せめてﾒﾝﾊﾞｰの区別がつくぐらいの席が[:パー:]
（↑だんだんｽﾞになってる。

だって双眼鏡の倍率のいいやつなんて買う程

[:お金:]ないですぜ。
空たん（＠章大）のど変態双眼鏡なんて見えすぎて

手ﾌﾞﾚおこすからね。（笑

そんなの１０列目で使おうとする空たんは



毛穴まで見たいんですかねぇ[:パー:]（笑
安田章大、毛穴のﾋﾟﾝﾁじゃないですか???（笑

あ。Webのずんのすけのやつやったんだけど
あれは面白い企画だと思う。

いや、やっても観にいかないんですけど[:パー:]
なんか選択肢があってそれを選んで進んでいって

自分の思った結果が出たら応募みたいなやつね。

結果ずんのすけさんはどうゆうｿﾛを魅せてくれるんだろうね。

楽しみだね[:ハート:]
（↑いい加減淳之介と書いてやれ。

今日頭が真っ白だから終わります。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.07 Wed ★ｺﾒﾚｽ★

ｺﾒﾝﾄが溜まってるのでそろそろｺﾒﾚｽやりますね。

ﾎﾝﾄ亀ﾚｽで申し訳ないです。

でもﾎﾝﾄｺﾒﾝﾄとかﾒｰﾙとかすごく嬉しいので

ぜひぜひﾖﾛｼｸお願いします。

では、ｺﾒﾚｽ!!!!!

ｺﾒﾚｽ

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

みおり（＠忠義）

なつみ（＠忠義）

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

紗羅さん（＠忠義）

智海さん（＠忠義）

結希（＠すばる）

はぐさん（＠忠義）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

ゆか（＠忠義）

hikaluさん（＠忠義）
小春ﾁｬﾝ（＠章大）

あき（＠忠義）

YOU→１さん（＠忠義）
ゆか（＠聖）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。 ななﾁｬﾝ（＠忠義）
ﾄﾞｰﾑｺﾝめっちゃ楽しみだね[:ハート:]
うん。まひるは２５日の朝に大阪に着くよー。

ﾎﾝﾄｸﾞｯｽﾞの発表とか早くして欲しいのになぁ[:てれちゃう:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


あ。ﾘｰﾀﾞｰ好きなんだ???
ﾘｰﾀﾞｰ優しそうでいいよね。

誠実そうだし。

まひるも子豚ﾁｬﾝのような体型をどうにかせねば!!!!!
自称ﾄﾝﾄﾝﾁｬﾝですから[:豚:]
みんなで痩せよう[:グッド:]
あ。そう、最初はね、ﾘﾋﾞﾝｸﾞにｻﾛﾝﾊﾟｽがあったから

ｵｶﾝに頂戴って言ったらおじいちゃんに買ってきて

あげたやつだからﾀﾞﾒって言われて

仕方なく家の会社にあった湿布を最近貼っている。

これが相当気持ちいいらしい。

章大がﾚﾝｼﾞｬｰに書いたことで少しは何かしら波紋があったら

いいなって思ってます。

ﾚﾝｼﾞｬｰに書いたら心配してしまうけど

でもありのままの姿をさらけ出してくれてるんだなって

ゆーのがやっぱ嬉しいよね。

早くいつもどおりの章大に戻って欲しいなって思います。

みんな想像力が豊かだなぁ。（笑

どんどん妄想してくれ。

ﾎﾝﾄだよねー。

これがﾘｱﾙだったらどんなに幸せなんだろうって思うよ。

みおり（＠忠義）

なんかﾊﾞｽﾛｰﾌﾞで家の中ｳﾛｳﾛするとかｺﾞｰｼﾞｬｽだよね。

まひるのﾎﾞﾛｲ部屋には絶対似合わないｱｲﾃﾑだわー。

ﾎﾝﾄﾊﾞｽﾛｰﾌﾞのすそから細い長い綺麗な足が出てるような

そんな女子になりたいわ[:ぴかぴか:]
きっとﾚﾝｼﾞｬｰに書いたことで波紋をよんで

誰かしら章大の相談に乗ってくれてたらいいなって

思います。

そうそう、会場限定の写真。

もっそいﾊｾｷｮｰに似てるよね。

ﾘｱﾙ妄想。（笑

あぁぁぁぁぁあ。

忠義に濃厚なやつされたら死んでもいい。



なつみ（＠忠義）

痩せたい。（切実

えぇ???なつみって身長いくつ???
まひるは１６０ｼﾞｬｽﾄ。

なんか背が高いってうらやましいよー。

友達とか女の子で１７０あるんだけど

めっちゃｶｯｺｲｲ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞってすごいよね???
年齢のわりにみんな若いし。

やっぱ仕事してると異常に肩こるみたい。

休みの次の日とかﾗｸだし。

うん。ﾚﾝｼﾞｬｰに書いたことで誰かしらからｱﾄﾞﾊﾞｲｽが

もらえてたらいいなって思います。

やっぱり章大はいつも笑顔で居て欲しいから。

ずんのすけの企画いいよね。

すっごい結果が楽しみ[:ハート:]
忠義とかﾏｼﾞﾔﾊﾞｿｳ。

腰砕けになるぐらいｾｸｼｰなやつ見れそう。

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

ﾀﾞﾒﾀﾞﾒな時は誰にでもあるからね。

そこを乗り越えてこそだから。

まひるはﾎﾝﾄ夜眠れないんだよねー。

今日も朝５時まで起きてて２時間ぐらいしか

寝てないもん。

で、眠いな。早く寝たいなって思ってると

大概２２時から見たいﾄﾞﾗﾏがあるってゆーね[:悲しい:]
まひるもｴﾙﾚは好きだよ。

CD１枚しか持ってないけど[:悲しい:]
桃ﾁｬﾝもｴﾙﾚ大好きなんだね。

ｽｶ☆Jのｻｲﾄにｴﾙﾚのこと書いてあったね。
なんか章大がそんなに好きだったとは

知らなかったよ。

まひるはｴﾙﾚのｱﾙﾊﾞﾑ、「Bring Your Board」しか持ってないから
あんまり詳しくないんだけど



「ｼﾞﾀｰﾊﾞｸﾞ」「Insane」「金星」が好きかなぁ。

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

なんか最近のｽｶ☆J、結構忠義がﾘｱﾙな答えを出すので
ﾄﾞｷﾄﾞｷです[:ラブ:]
昨日のもﾘｱﾙだったよね。

あー。相手によるってどーゆうこっちゃ。

で、みんなに責められてじゃ、２番でって!!!!!
あわよくば３番とかって答えもあるわけですか???
大倉さん。

紗羅さん（＠忠義）

いやいや、ﾚﾝｼﾞｬｰか何かでﾂﾙﾂﾙになってくるみたいなこと書いてたから

たぶんﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄに行ったんだろうなぁって。

で、たぶんちょっとｶｯﾄしてってそんな感じっぽかったから。

ただそれだけです。（笑

全然すごくないです。

ｴｲﾄのｶﾚﾝﾀﾞｰ予約出来てるかまだ確認してないので

これから確認の電話したいと思います。

ｶﾚﾝﾀﾞｰ楽しみだよね。

また今年も週めくりみたいだし[:ハート:]
妄想ｦﾀｸでｺﾞﾒﾝなすって[:パー:]
みんなそれぞれの妄想を展開しておくれ。

あぁぁぁぁぁあ。

またﾘｱﾙに想像してしまった。(笑

智海さん（＠忠義）

まひるが光GENJIを知ったのがもう結構解散する前ぐらいで。
だからなんか光GENJIとしてよりもまひるの中では
ｱﾂ兄のｿﾛになってからのｺﾝｻｰﾄに行ったりってゆー方が

印象深いよ。

章大は大人だなって思うけど

でもやっぱり何かあったんだろうなって思うと

気になるわけで。



人に相談するﾀｲﾌﾟじゃないから余計に心配ってゆーか。

章大ってまじめだし、いい子ﾁｬﾝすぎるとこあるから。

抱え込みすぎるといずれ爆発しちゃうじゃない。

だからどこかしらで発散して欲しいわけで。

それがﾚﾝｼﾞｬｰだったらﾒﾝﾊﾞｰも読んでるし、

ちょっとほっとするってゆーか。

妄想していただけました???（笑
いやいや、妄想って楽しいね[:ハート:]

結希（＠すばる）

なんか忠義のﾌﾟﾘﾝﾌﾟﾘﾝなお尻が見たいよね。

（↑THE変態
下ｹﾂ。(爆笑
やっぱ尻と言えば大倉忠義ですよ[:パー:]
あぁ。変態でｽｲﾏｾﾝ[:悲しい:]
絶対ｱｶｽﾘしてる間に誰かしらﾎﾟﾛﾘはしてそうだと

思うのはまひるだけですか???

はぐさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

(＞Д＜)ゝ”了解!しました。
はぐさんのﾌﾞﾛｸﾞにもお邪魔しますね[:ハート:]

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

なんか来週みたいだねー。

一瞬ﾋﾞﾋﾞってしまった[:びっくり:]
うんうん。

やっすんって１人で悩み抱え込んでしまいそうだから

心配ってゆーか。

でもﾚﾝｼﾞｬｰに書いたことですっきりしてくれてるか

そのことによってｴｲﾄﾒﾝの誰かが話聞いてあげたりしたのかなぁとか

思って今週はいつもの章大に戻ってたらいいなって

思います。



ゆか（＠忠義）

まひるも携帯壊れたらまだﾚﾝｼﾞｬｰ[:パソコン:]に写しきってないので
泣きます。

うんうん。出来たらお茶しよ。

今のとこまひる入れて５人なんだけど

入れるお店があるのかどうか不安で。

ｸﾞｯｽﾞﾖﾛｼｸお願い居ます。

ﾎﾝﾄ助かります。

なんせ当日大阪入りなので時間がなくて。

これでゆっくり身支度が出来そうです[:ぴかぴか:]
うん。やっすんってまじめだし、すごくいい子ﾁｬﾝ過ぎるとこが

あるから心配ってゆーか。

でも人って悩まないと成長しないし、

時には悩むことも必要かなって思います。

うん。

なんか弱い一面も見せてくれると信頼されてるんだなって

思えるからやっぱり嬉しいよね。

ゆか、大丈夫???
なんか言葉の使い方、言い方とかはﾎﾝﾄ難しいと思う。

きっと章大なら大丈夫だよ。

だからゆかもきっと頑張れると思うよ。

hikaluさん（＠忠義）
お久しぶりです。

ｺﾒﾝﾄありがとうー[:ハート:]
きっと章大なら今週には笑顔のいつも通りの

ﾚﾝｼﾞｬｰが見れるんじゃないかな???
やっぱり人って悩まないと成長はしないと思うし、

悩むことも時には必要かなって思います。

そだね。たちょがあーゆうこと書いてたら

きっと１週間ずっと心配してたんだろうなって思います。

そうゆうこと前にあったし。

ﾊｾｷｮｰ似てますよね???
あれはネ申だと思うわ。(笑



小春ﾁｬﾝ（＠章大）

うんうん。

たちょって包容力がある気がする。

なんかそこ想像しただけで萌えるんですけど[:ハート:]（笑
あ。受験、お疲れ様でした[:ぴかぴか:]
ﾐｽﾄﾞでﾊﾞｲﾄするんだ???
頑張って!!!!!
まひるが目標???
全然低い目標じゃないですか???（笑
それともまひるのﾊｰﾄﾞﾙがあがった???（笑
(＞Д＜)ゝ”ｲｴｯｻ!!
これからも妄想ﾈﾀﾊﾞﾝﾊﾞﾝいきますよ。（笑

あき（＠忠義）

あーぁ。忠義とﾘｱﾙにｷｽしたことがある人裏山ｼｽ。

もうまひるは今日から大阪に住んで貴族の本社で

働くから!!!!（ﾘｱﾌｪ
もうﾔﾀﾞﾔﾀﾞ。

こんな田舎に住んでたらいつになっても

忠義とのﾘｱﾙな出会いなんてないじゃないかぁー!!!!!
いや、こんな田舎が好きなんですけど[:パー:]
あぁ。わかるわかる。

亮ﾁｬﾝのﾃﾚた顔がまた萌えるんだな[:ハート:]
すばやんに言ったらどんな反応が返ってくるんだろ???
「寒いやろ???部屋入りや。」とか???（笑
結婚かぁ。それもありだな。(笑

YOU→１さん（＠忠義）
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

楽しんでいただけて良かったです[:ハート:]
またみんなが楽しめるようなｺﾒﾝﾄ書けたらいいなって

思ってますので



また遊びにいらしてください。

お待ちしてます。

ゆか（＠聖）

ﾘﾝｸ変更了解しました。

ﾌﾞﾛｸﾞにお返事に行くね。



2007.02.07 Wed 今、告りにいきます。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやりました[:ぴかぴか:]
なので見てくれー。

はぅ。Σ(ﾟДﾟ)
何気に２時間しか寝てないよ。

眠いよ[:眠たい:]
でも今日は「ハケンの品格」だし、

今寝たら起きれなさそうだし[:悲しい:]
そのまま明日まで爆睡するか夜中変な時間に目が覚めて

眠れなくなるかのどっちかでしょ???
だからがむばって起きてる[:びっくり:]
あ。でも明日休みだからどっちでもいいんだけど[:パー:]

あ。ﾃﾝﾌﾟﾚ変更しますた[:ハート:]
はい。水玉大好き[:ハート:]
なんかしかも１回作って気に入らなくて

作り直しましたけど何か???[:パー:]
頑張ったけどあんま可愛くない。（ﾁｰﾝ

まひるの限界を見ました。（笑

あぁぁぁぁぁあ。

もう地団駄踏んでやる。

だってだって最近のｽｶ☆Jって忠義に妙にﾘｱﾙなんですもん[:悲しい:]
まひる、今から旅立ちます[:パー:]
どこって忠義さんのとこですけど何か???[:パー:]
なんかおめぐの二股かけられても付き合いたいって

気持ちすっごいわかるわー。

そりゃ、まひるｵﾝﾘｰにしてくれたらそれが１番なんだけど



二股でも忠義が付き合ってくれるって言ったら

赤ﾍﾞｺのように首頷きまくるもん。

全然２番目の女でもOKです[:グッド:]
なので今から告りに行きます[:パー:]（重症
もうﾎﾝﾄﾓﾃるのはわかります[:パー:]
だってまひるの身近に忠義が居たら絶対好きになるもん。

いや、今でも好きだけど[:ハート:]
ちなみに彼女がいるから友達で[:パー:]
っていうのも全然OKです。
2人の迷惑にならないように控えめにしてますから[:パー:]
でもそう言われても絶対忠義のこと好きなんだけどね[:ハート:]
とにかく振られても何されても嫌いになんて

なれないんです[:パー:]
だって大好きなんですもん[:ハート:][:ハート:][:ハート:]

あ。つーか今年もｴｲﾄ、じゃがいもの会出るんだね。

さすがに今年は行かないなぁ。

あれだってﾁｹｯﾄ高いし、

即効申し込んだりしても３階だったりするし[:悲しい:]
しかも前振り長いし[:パー:]（笑
楽しかったけど[:パー:]
いやね、[:お金:]に余裕があったら行きたいのは
山々なんですけどね[:パー:]
えぇぇぇえ。まぁ。（笑

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.08 Thu 今思うこと。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんかもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞに今自分が思ってることを

書いたので良かったら読んでください。

「Psyco」って記事です。

今日、久々に「ﾀﾞﾌﾞﾙ（複体）」を見たけど

やっぱり面白い[:ハート:]
もうすばるのお芝居と丸ﾁｬﾝのお芝居がすごく好きなんだよなぁ。

すばるのﾄｰﾝ落とした喋り方とかそうゆうのひとつひとつが

すごくｶｯｺｲｲ。

すばるの思い悩んでる表情とかもすごく表現できてると

思うし、何度も言ってるけど

その重い空気を丸ﾁｬﾝの明るさでｶﾊﾞｰしてるとこが

すごくいい。

もうﾎﾝﾄすばるに駄々はまりです[:ハート:]
まひるはすばるのお芝居がすごく好きです[:ハート:]
すばるの歌も大好きです[:ハート:]
すごく切なくてそれでいて力強い歌。

もうﾎﾝﾄそのすばると忠義がﾗｲﾌﾞやらせてもらえたことが

すごく嬉しくて。

あれはﾎﾝﾄネ申だと思うわ。

なんかね、今別ﾌﾚでｴｲﾄの漫画やってるじゃないですか???
最初はぶっちゃけ期待してなかったのね。（ｺﾞﾒﾝなさい

でもあれ読むたびにすごくｴｲﾄのこと考えさせられるし、

あぁ、そうそうこのﾒﾝってこんな感じだよなって

思うことがすごくあって毎月発売が楽しみになってる。

改めて歌詞とかが心に染み込んでくるし

ﾎﾝﾄにみやうちさんありがとうございますって思います。

ﾎﾝﾄにｴｲﾄﾒﾝのこと見てくださってるんだなって



改めて思いました。

最近思ったこと。

もっと純粋な気持ちで生きていきたいなってこと。

大人になればそれだけﾋﾟｭｱな部分って薄れていくけど

でもずっとﾋﾟｭｱな部分を持ち続けていきたいなって。

忠義のこととかもっともっと大切にしたいと思うし、

自分の忠義への気持ちも大切にしたいなって。

自分の気持ちに正直でありたいと思うし、

常に周りの人に感謝して生きていたいなって。

すばるの生きかたとか不器用だけど

でもすごく優しくて暖かくて好きだな。

誤解される部分とかも多いと思うんだけど

でもまひるは好きです。

なんか今日、すばるべた褒めだねー[:ハート:]（笑
でもﾎﾝﾄすばるだけじゃなくてｴｲﾄﾒﾝ全員がすごく個性的でいて

暖かくて笑いが絶えなくてすごく大好きです[:ハート:]
まひるの帰る場所はここなんだっていつも思う。

ｴｲﾄのもと。

大倉忠義のもとなんだって。

今日はいっぱい考えさせられました。

読んでくれてありがとうございました。

また明日からも頑張ります[:グッド:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.08 Thu 一晩でも時間をあたしにください。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、寝たのが朝の７時ぐらいで

いつもなら大概どこかで目が覚めるんだけど

今日はﾎﾝﾄ１１時間爆睡[:眠たい:]
起きたのが１８時で。((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
確かに前日２時間しか寝てなかったから

疲れてたんだろうけどだったら早く寝ろよって思うでしょ???
眠れなかったんだよ[:悲しい:]
昼間なら爆睡なのに夜眠れないってなぁー[:悲しい:]

で、さっき郵便物見たら郵便局から手紙が届いてて

また???って思ったのね。
ﾎﾞﾝﾔﾘしてるまひるも悪いんだけど

またお釣りの渡し忘れです[:パー:]
どうも[:お金:]が少ないと思ったんだよなぁ。
２０００円戻ってきました。

あの郵便局の人いい加減過ぎる。

だって為替買ってそれを封筒に入れて封をしてってゆー時間が

あったのに手紙に「お釣りもらい忘れて帰られたので。」って

書いてあってあくまでも自分のﾐｽじゃないと言い張るのか!!!!!
ってちょっとﾌﾞﾁ切れそうになりました。

別に２０００円戻ってきたからいいけど。

ちなみにこれ２回目です[:パー:]

なんかね、忠義になら遊ばれてもいいかなって思う

あたしは重症ですか???
それでも忠義と同じ時間を共有出来ることを望むんです。

それでも忠義と笑って過ごしたいって思うんです。

お前にﾌﾟﾗｲﾄﾞはないのか???って思うでしょ???
ないわけじゃないけど



でも忠義と１時間でも１０分でも2人で過ごせる時間が
欲しいなって思うの。

そりゃ、内心は遊びなんだって悔しいと思うよ。

それでも忠義と一緒に過ごせる時間の方が

価値が大きいかなって思うんだ。

きっとそんなこと言ったら忠義も引くよね。(笑
重いよね。

でも１度きりの時間でも一緒に過ごせる時間が

持てたらいいなって思うんだね。

いっぱい話したいことがあるから。

忠義に伝えたいことがたくさんあるから。

ただそれだけ。

まぁ、濃厚ｷｯｽも欲しいんですけど[:パー:](笑

つーか忠義って優しいのか優しくないのか

さっぱりなんですけど。

いや、たぶん優しいんだろうね。

単にどSなだけで[:パー:]
ﾎﾝﾄ女の子に対してSだよねー。
そんなどSな大倉忠義に萌えるあたしはどMなわけで[:てれちゃう:]

ﾁｮｺ嫌いで毎年あたしを悩ませる大倉忠義。

でもきっと告られるｼﾁｭｴｰｼｮﾝは好きなんだろうな。

なんせﾓﾃ男だから[:ラブラブ:]
本命だってもらってるでしょー???
このこのこの[:パンチ:]
まひるだって忠義さんの[:携帯:]知ってたら確実に
本命渡すな[:ハート:]
で、「彼女いるからｺﾞﾒﾝね」とか言われて

「知ってる。それでも好きだから。」って言う感じで失恋[:失恋:]
そんなどうすりゃお花畑をおいかけっこするｼｰﾝに

たどり着くんだろうな[:てれちゃう:]
って本気で考えるな!!!!!
あんなｲﾝﾁｷくさいｼﾁｭｴｰｼｮﾝなんてないから!!!!![:パー:]
だいたい「ﾁｮｳﾁｮ[:ハート:]」とか言って追いかけちゃう



ちょっと頭の痛い子に惚れてるあたしは何???（笑
↑本気で受け取るな[:パー:]
はぅー。そんなわけで巷はﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝが近いわけで。

何気ちょっと周りが裏山しかったりして[:失恋:]
痛いあたしにはﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝは単なる痛い日でしかなく。

（↑倉本ﾄﾞﾗﾏﾅﾚｰｼｮﾝ風。

それでもやっぱり忠義を好きなあたしを誇りに思う。

たとえ痛くても。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷgﾝｳに参加しています。
ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.09 Fri やっかし双子。

こんばんわんつー。

大倉担まひるですけどもー。

今日女の子の日になって一日中お腹と腰痛くて

何か生まれるとか言ってうなってるんですが

な、なんと相方空（＠章大）も朝、兆しがあって

20時ごろから陣痛が始まってるとのこと。
やっぱり双子なあたし達。

空、元気な赤ちゃん生んでね。

じゃ、お腹張り裂けそうな程痛いので

携帯から失礼しました。



2007.02.10 Sat 花を探し　蜜を零す

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか今日もあまりにもお腹と腰が痛くて

仕事行けなかった[:悲しい:]
漢方とﾊﾞﾌｧﾘﾝ飲んでさっきまで寝てた[:眠たい:]
職場から留守電入ってて明日も休んでいいからって

言われて嬉しいような悲しいような[:楽しい:][:悲しい:]
ま、でもせっかくなのでゆっくり寝かせていただきます[:眠たい:]
とりあえず寝てばっかりいて余計に腰が痛かったので

起きてみたんだけど

やっかしお腹いてぇーよ[:汗:]

そういや、空（＠章大）から昨日、陣痛が始まったって

[:メール:]が来て以来[:メール:]来てないんだけど
無事に生まれたのかなぁ[:ハート:]
母子共に健康だといいんですけど[:ぴかぴか:]
なんか心配です[:悲しい:]

昨日の花男なんてお腹痛すぎて記憶が曖昧なんですけど[:パー:]
でも良かった[:ハート:][:悲しい:]
また号泣したけどね[:悲しい:]
道明寺、せつねーよ[:悲しい:]
花沢類も好きだが今回は道明寺だな[:ハート:]
なんか１人で浮かれまくったり落ち込んでみたり

いろんな道明寺見ててﾎﾝﾄ恋するって切ないよなぁって

改めて思った。

でもなんで???なんでつくしはそこで引くかなぁ???とか
ちょっと思ってみたわけで。

だって道明寺のこと好きなんだよね???
この間まで道明寺の気持ちが見えないと思ったら

今度はつくしの気持ちが見えない。



何???さすがﾄﾞﾗﾏ引っ張るねぇー[:モゴモゴ:]
あぁ。もう毎週ﾄﾞｷﾄﾞｷだよ[:ラブ:]
口から泡出そうだもん[:悲しい:]（笑
（↑お前は蟹か???

で、「拝啓、父上様」のﾊﾟﾘをﾆﾉとﾒｲｻﾁｬﾝが手を繋いで

ｱﾊﾊﾊﾊﾊって歩いてるﾆﾉの妄想ね。

あれ見てまひるは忠義のお花畑の妄想ってこんな感じ???って
思って一人で爆笑。

あぁぁぁぁぁあ。

お花が咲いてるのは忠義の頭の中だけで

結構なんですけど[:パー:]
何気どS発言なあたくし。
まったく忠義の頭の中はどうなってるのか

こじ開けて見てみたいわ。

きっと頭の中がお花畑なんでしょう。（笑

そんな忠義に吸い寄せられてるあたしは

ﾐﾂﾊﾞﾁなわけでございますよ[:パー:]
もしくはButterfly。
お。綺麗にまとまった!!!!!(笑
忠義のButterfly[:ハート:]
ｷﾗｰﾝ[:ぴかぴか:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.11 Sun あたしはあたし。

こんにﾁﾊﾟ。

大倉担まひるですけどもー。

相変わらずお腹の痛いあたしはなんぞや???
と思いつつ今日はたくさん更新しようかなぁって

思ってます[:ハート:]
ま、ﾈﾀがあればなんですけどね[:パー:][:ふぅ〜ん:]

誰かになろうなんて無理な話で

あたしはあたしでいいんだって思った。

あたしにはあたしの良さがある[:ぴかぴか:]
下ﾈﾀになると暴走とまらなくなるけど[:パー:]
ｷﾓｽな妄想ばっかしてるけど。

そんなあたしを好きと言ってくれる人達がいる。

だから頑張ろう[:グッド:]

ひとつ言えることは大倉担として恥じない自分で

いること。

自分自身のない人間だけにはなりたくない。

誰かのﾏﾈしたってそれはﾏﾈでしかなく自分ではない。

常に己自身を持って頑張りたいなって思う。

だからこれからもまひるはまひる。

頭の中にﾋﾟﾝｸのお花が咲いてる大倉忠義さんが好きです[:ハート:]
それはｴﾛ花草というお花でｴﾛｲ妄想ばっかしてる人に

咲く花。

はぅ!!!!!
確実にまひるたんにも咲いてる!!!!!!
しかも大量に!!!!!
これもすべて大倉忠義さんのせいなんですけどね[:パー:]
なんせ大倉忠義さんのButterflyだからね[:悲しい:]



ﾀﾞﾒだ。ｴﾛ花草はｴｲﾄ全員に咲いてる花だ[:パー:]
まひるも増えることはあっても減ることはあり得ない[:パー:]
eighterである限りｴﾛ花草は咲き続けるな[:悲しい:]
いいんですけど[:悲しい:]
開き直りか???[:パー:]

これ書き終わったら一端寝ますわ。

お腹痛くてね[:パー:]
ﾎﾝﾄこんなに何日もめたんこお腹痛かったことなんて

ないのになぁ[:悲しい:]
あぁ。でもまだ３日目かぁ[:たらーっ:]
そりゃ腹も痛いわな[:悲しい:]
そりゃ、安田章大もﾏｯｸで「ﾅｹﾞｯﾄください、」って言うとこを

「ﾅﾌﾟｷﾝください。」って言ってしまうがな[:パー:]
（↑普通はいわねー。

あぁ。お腹が限界。

一端寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.12 Mon 初期ｱﾅｻﾞｰ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、ｶﾞｷ使見たんだけどﾏｼﾞ面白かった[:ぴかぴか:]
山ﾁｬﾝの「山の石松１００人切り」だったんだけど

切られるとｶｳﾝﾄｱｯﾌﾟして切る人数が増えてくのね。

で、山ﾁｬﾝが切られすぎて逃走[:GO!:]
で、ｺｺﾘｺの田中さんが追いかけたんだけど

道路のずっと先まで逃げて山ﾁｬﾝ背中が痛いって

泣きじゃくってて[:悲しい:]
ﾏｼﾞ本気で泣いてるの[:悲しい:]
もうまひるの中では大爆笑で[:楽しい:]
あぁ。山ﾁｬﾝのﾍﾀﾚ具合って最高だよね[:チョキ:]

それでその後ﾐｭｰｼﾞｯｸなんちゃら（番組名ぐらい覚えろ

って番組見てｹﾞｽﾄがTRFで。
なんかまひるが小学生ぐらいの時に流行ってたんだけど

まひるその頃小室ﾌｧﾐﾘｰが好きじゃなくて[:パー:]
ﾎﾝﾄにCD持ってるのは浜ﾁｬﾝのやつぐらいで。
だからTRFとかに全然興味なくて。
安室ﾁｬﾝとかも。

でも今日、改めて聴いたらやっぱり売れる理由がわかったってゆーか。

なんかｶｯｺｲｲなって初めて思った。

やっぱり当時からしたら斬新だったし、

すごいﾀﾞﾝｽもｶｯｺｲｲし、歌もYUKIさんの高音はすごいなって思うし、
なんでこれ聴かなかったんだろうって思った。

あ。でも今でもCDを買おうとは思わないけど。（苦笑
ﾎﾝﾄ小室ﾌｧﾐﾘｰとﾋﾞｼﾞｭｱﾙ系を小ﾊﾞｶにしてたんだよね。

今ではﾋﾞｼﾞｭｱﾙ系って枠を

飛び出したﾗﾙｸとかがっくんとかもやっぱりｶｯｺｲｲなって

思うし、聴かず嫌いはいかんなって思った。

ﾗﾙｸのCDは５枚ぐらい持ってるけど[:パー:]



そういや、ﾁﾝﾊﾟと男前さんは美容院に行ったんだろうか???
なんか２５日には新しい髪形見れるそうで[:パー:]
もう部屋から双眼鏡探さないと始まらないんですけど[:パー:]
ちなみにちょうど夏ぐらいの時のﾁﾝﾊﾟの片側に寄せ集められた

髪型はあれはどうかと思ったんですが[:パー:]
普通でいいよ。普通で[:パー:]
そういや、章大がｱﾅｻﾞｰﾊﾟﾝﾌでじゃがいもってた頃

忠義もﾃﾝﾊﾟくるくるで肌荒れがひどく今みたく

男前じゃなかった。（ﾁｰﾝ

あの忠義がどうすれば今のように男前になるんでしょうねー[:てれちゃう:]
別に今の男前の顔が好きなわけでもないので

ﾌﾞﾁｬ○ｸとか言いながらも溺愛してましたけど[:ハート:]
あ。でもその当時は大倉担ではなかったんですけどね[:パー:]
その時も関ｼﾞｭ担でｱﾅｻﾞｰのﾁｹ取ってていくつもりだったんだけど

欝がひどくなって行けなくなっちゃったんだよね。

すごい席良かったんだよねー。

今考えたらやっぱり行くべきだったかなと。

あの後からいろいろ革命が起きたわけで[:パー:]
その前の忠義を見ておきたかった[:ぴかぴか:]
忠義の成長前のお芝居を見ておきたかった。

あ。でも忠義がお芝居面で成長したのはわりと

最近のことなのですが[:パー:]
１番好きなお芝居はﾏｼﾞｻﾏかな。

あとﾄﾞﾗﾏでは「ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ」。

ﾏｼﾞｻﾏの時はﾎﾝﾄ章大と２人でもっそい可愛かった[:ハート:]
あ。でも滝沢演舞城も好きだなぁ[:ハート:]
また劇団演技者やってくれると嬉しいのになぁ。

あの番組好きだった。

結構ｼｭｰﾙで。

ｱﾝｱﾝのまつずんが見たい。

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄどうぞ。

火曜日か水曜日辺りにｺﾒﾚｽやる予定です。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.12 Mon ｵﾁｮﾝﾏｹﾞﾌﾟﾘｰｽﾞ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

作業中に急に呼ばれたので

右手の中指を戸に挟んでｱｲﾀﾀくんのまひるです[:悲しい:]
しかも閉じかけのﾌｧｲﾙをﾊﾞｻﾊﾞｻﾊﾞｻﾊﾞｻって落として最悪[:悲しい:]
指いてぇーよー[:悲しい:]

とか言ってる場合でもなく

あぁ、忠義のｵﾁｮﾝﾏｹﾞ姿に萌え[:ハート:]萌え[:ハート:]だよなぁ。
しかも「必殺仕事人」なんてめっさｶｯｺﾖｽじゃん[:ハート:]
いつ放送なんだろ???
「必殺ｼﾘｰｽﾞ」と「影の軍団」と「鬼平」が好きなんだよー[:ハート:]
あぁぁぁぁぁあ。忠義のｵﾁｮﾝﾏｹﾞ[:ハート:][:ハート:][:ハート:]
絶対お正座してみよ[:ハート:]
妄想だけで逝ってきます[:ハート:]
しかも今日新聞買い忘れたし[:悲しい:]
と思って今ｺﾝﾋﾞﾆに買いに行ったら

ただﾁｬﾝがｵﾁｮﾝﾏｹﾞじゃない!!!!![:悲しい:]

何???何???
今日１日ただﾁｬﾝのｵﾁｮﾝﾏｹﾞ姿想像して萌え萌えしてた

あたしは何???

ただﾁｬﾝのｵﾁｮﾝﾏｹﾞﾌﾟﾘｰｽﾞ[:ハート:]

しかも新聞買ったらｴｳﾞｧが９月１日に映画やるんだと[:パー:]



絶対映画館に観に行くｻﾞﾏｽ[:ハート:]
と何気にｴｳﾞｧでごまかされた感じは何???

たぶんね、まひるの予想。

ｵﾁｮﾝﾏｹﾞにすると実年齢より若く見えるじゃん???
だからただﾁｬﾝが１６〜１７歳ぐらいに見えてしまうからだと

思うんだよね。

でもでもやっかし

ただﾁｬﾝのｵﾁｮﾝﾏｹﾞﾌﾟﾘｰｽﾞ[:ハート:]

なんかだんだん変態に思えてきた[:悲しい:]
下のｵﾁｮﾝﾏｹﾞはﾌﾟﾘｰｽﾞしなくていいからね[:パー:]
（↑THE変態。

何気まだお腹痛いし[:悲しい:]
何気お寝坊さんなあたしが忠義ｱﾝﾃﾅﾋﾟｺｰﾝってなって

朝８時に起きたし[:パー:]
でも今日朝、[:テレビジョン:]でやった???
もし[:テレビジョン:]でやってて誰か録画してる人がいたら
ﾀﾞﾋﾞお願いします[:悲しい:]
DVDだと幸せです[:ハート:]
[:メール:]ﾌﾟﾘｰｽﾞ[:てれちゃう:]
なんかまひるのとこには時代劇に出るって話は回ってきてたのね。

で、何に出るとかは全然わからなくて

大河じゃないかって話だったんだよね。

全然ちげーし[:パー:]
まひるたんｱﾝﾃﾅもあてにならないし[:パー:]
何気８時に起きた時間が中途半端だし[:パー:]
７時には起きろしね[:パー:]
ﾌﾞｰﾌﾞｰ[:ぶー:]



短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.13 Tue 和み系でお願いします。(切実

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

はぁ。今日も仕事行ってきます[:パー:]
先週結構仕事休んじゃったから挽回しないとね[:ぴかぴか:]
しかもさっき本屋行ったのに別ﾌﾚ買い忘れたから

帰りに買ってこようかなって。

まだ売ってたらいいな[:ハート:]
つーかつーか女性ｾﾌﾞﾝの連載なんて全然知らなかったんですけどー[:パー:]
今回忠義で気づいてよかったんだけど

危なかったよー[:悲しい:]
もう女性ｾﾌﾞﾝの忠義のﾏﾌﾗｰふぁっさーやってる写真が

もっそい可愛くて[:ハート:]
あぁ。このﾏﾌﾗｰに包まれたいと思った。

こまごました雑誌は買ったんだけど

肝心なｦﾀ誌をまだ買ってないんだよね。

だって[:お金:]なさ過ぎて怖いんですもん[:悲しい:]
まだ今月[:病院:]行かなくちゃならないし[:悲しい:]
[:病院:]行くと１回で５０００円ちょっとかかるんだよね。
ほとんど薬代ですけど[:パー:]
でもこれないと生きていけないし[:悲しい:]
１ヶ月に３回行く時もあってその時はﾎﾝﾄ[:お金:]がｷﾂｲ。
で、ｦﾀ誌もなんやかんやとあわせたら１万円超えるし[:悲しい:]

あ。で、ｱﾝｱﾝ買いやした[:ハート:]
いやね、お取り置きは頼んであったんだけど

体調悪くて本屋に行けなかったから

まつずんが見たくて見たくて[:ラブ:]
で、智海さん（＠忠義）が写ﾒくれたんだけど

[:携帯:]の容量がいっぱいで画像開けなかったんだよね[:悲しい:]
智海さん、せっかく送ってくれたのに

ｺﾞﾒﾝなさい。

あのｱﾌｫ[:携帯:]なんで容量がいっぱいなのかわかんね[:悲しい:]



だって着うたとか消しても「容量が足りません」って

ﾒｯｾｰｼﾞが出るんだよ[:パー:]
ﾏｼﾞ殺す。

あ。でｱﾝｱﾝの話ね。

なんか綺麗過ぎて萌えないんですけど[:悲しい:]
まつずんのお腹や胸に女の子の胸が当たってるのよ!!!!!
なのに全然萌え萌えしないあたしは何???
でも忠義にこれやられたら確実に死ぬなあたし[:てれちゃう:]
まつずんってまだ若いのに結構ﾊｰﾄﾞよね???
なんか怖いわー。

忠義とあんまり年変わらないのにこうゆうことされると

忠義の危機を感じるよ[:悲しい:]
忠義さんは和み系路線でいきますように。ﾅﾓﾅﾓ。

ｾｸｼｰ路線でいくとこうゆう仕事のﾀｰｹﾞｯﾄになるから

怖いよ。

まぁ、芸術的な部分はすごく認めますけど。

専門学校の時、ﾇｰﾄﾞﾓﾃﾞﾙのデッサン結構やってますけどね[:パー:]
しかも大事な部分を曖昧に描くと怒られるのよー[:パー:]（笑
つーかﾏｼﾞでﾇｰﾄﾞって描くの難しいんだわ。

洋服着てると洋服のしわとかでﾎﾟｰｽﾞがうまく

描けるんだけどﾇｰﾄﾞだとそれがないから難しい[:たらーっ:]
でも楽しかったなぁ。

あ。そだ。京セラのﾁｹｯﾄ来た。

微妙。ﾊﾞｯｸｽﾃｰｼﾞがあればわりと見やすい席だと思うんだけど

さすがにﾄﾞｰﾑだからｾﾝﾀｰｽﾃｰｼﾞがﾒｲﾝになるかなと。

でも１０列目だったよ[:ハート:]
まぁ、ｽﾀﾝﾄﾞですけど[:パー:][:悲しい:]
もっと後ろを予想してたからまぁまぁ、こんなもんかなぁって。

あと佳奈（＠すばる）からDVDが届いたので
今から見たいと思います。

また後で書きますね。



ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.14 Wed ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝなのに。（涙

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、ｦﾀ誌買ってきた[:ハート:]
まだ全然読んでないんだけどね[:悲しい:]
明日お休みだからゆっくり読もうと思って[:ぴかぴか:]
あ。とりあえず忠義だけ読んだ。

Ｗ誌の忠義がまひるの中でﾄﾞﾝﾋﾟｼｬ[:ハート:]
あの親指で口を拭うしぐさ大好き[:ハート:]
まぁ、内容は例のｶﾗｵｹ５の話でしたけど[:パー:]
やっぱ髪が長いと忠義すっごいｾｸｼｰで大人っぽいなぁ[:ハート:]
なんか忠義って髪伸びるの早いよね???（笑
まぁ、ｦﾀ誌はだいたい１ヶ月前の写真だからかもだけど。

ＴＶｶﾞｲﾄﾞｾｯﾄでお取り寄せしたから今日は買ってこなかったんだけど

たぶんＴＶｶﾞｲﾄﾞとかが今の忠義に近いんじゃないかと。

見てないからよくわからないんだけどね[:悲しい:]

昨日のｽｶ☆Ｊ。

ｹﾞｽﾄが夏川純ﾁｬﾝで街ｼﾞｬﾆにﾘｱ·ﾃﾞｨｿﾞﾝﾁｬﾝ。

ﾒﾝﾊﾞｰ終始ﾃﾞﾚﾃﾞﾚ[:てれちゃう:]
忠義、夏川純ﾁｬﾝもﾘｱ·ﾃﾞｨｿﾞﾝﾁｬﾝも好きそうだもん[:ハート:]
なんかｽﾚﾝﾀﾞｰﾎﾞﾃﾞｰで髪が長くて可愛い感じの人。

まひるもｽﾚﾝﾀﾞｰﾎﾞﾃﾞｰと長い髪が欲しいよー[:悲しい:]
髪切らなきゃ良かったかしらん???
また髪伸ばそうー。

たぶん２年近くかかりそう

でも今の髪の長さがお手入れﾗｸでいいんだよなぁ。

（↑ただの横着者

街ｼﾞｬﾆはヨコと亮ﾁｬﾝと忠義。

そしてなんとﾘｱ·ﾃﾞｨｿﾞﾝﾁｬﾝ、ｴｲﾄのＣＤ持ってるそうで。

関風ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞを。

しかもﾌﾘまで覚えてるぅー。

亮ﾁｬﾝ嬉しそう[:ハート:]



ただの変態ｵﾔｼﾞと化すキミくん。

端っこで嬉しそうに笑う忠義。

なんかいつもと様子の違うﾃﾞﾚｯﾃﾞﾚの亮ﾁｬﾝに

ヨコが突っ込んでた。(笑
あぁ、好きなんだなぁって思った。

で、ヨコがﾘｱﾁｬﾝに可愛いと言われﾒﾝﾊﾞｰに毛のことを

突っ込まれてるのがもう爆笑。

そういや、今回忠義のﾘｱﾙ発言がなかったような気がするんですが[:パー:]
あれ結構ﾔｷﾓｷしながら毎週楽しみにしてるんだけどなぁ。

そういや、新宿少年探偵団ﾋﾞﾃﾞｵで持ってるんだけど

ＤＶＤで買おうかと思ってるんですが[:パー:]
あの時のヨコ、白っ!!!!って思った。
なんかヨコってあの時から基本的に顔変わってないよね。(笑
１番変わったのは松潤ですけどね[:パー:]
なんか今週のＴＶぴあの表紙とか黒光りしてて

怖いですもん。(笑（↑もっそい失礼
ﾒｲｸさん塗りすぎでしょ???[:パー:]
井上真央ﾁｬﾝｷﾞｻﾞｶﾜﾕｽ[:ハート:]
もうめたんこ大好き[:ハート:]

頭痛いので寝ます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.15 Thu 鼻ﾃﾞｶﾅｯｶﾑ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

またしても１２時間爆睡[:眠たい:]
９時ぐらいから目は覚めてたんだけど

そのまま２度寝、３度寝[:眠たい:]
[:でんしゃ:]の夢見てました。（笑
時々見るんだよね。

[:でんしゃ:]の夢。
駅のﾎｰﾑとか改札にいる夢。

東京に住んでた頃は毎日乗ってたけど

今じゃほとんど乗らなくなっちゃったからねー[:汗:]
ちょっと寂しいです[:ポロリ:]

あぁ。今日も今から仕事ｻﾞﾏｽよ。

なんか最近業務に慣れてきたのか３０分ぐらいで

終わっちゃうから時給にもならないってゆーね[:悲しい:]
あぁ。大前春子さんのような派遣さんになりたいです[:悲しい:]
そんなｽｷﾙ全然ないですけど[:パー:]
時給３０００円って月給にしたらいくらになるんだろー。

魅力だわー[:ハート:]

あ。そういや、空たむ（＠章大）は１３日に赤ちゃんが生まれたそうで。

空、おめでとう!!!!!
そしてお疲れ様でした。

なんか９日に陣痛が始まったらしいんだけど

陣痛が弱くて赤ちゃんがなかなか出てこなくて

それで１３日までかかったらしい。

ﾎﾝﾄお疲れ様でした。

女の子だそうです[:ハート:]
とりあえず落ち着いた頃に空から報告あると思うけど

みんな心配してると思うので



一応まひるからお知らせでした。

はい。仕事から帰ってきますた[:ハート:]
結局ＴＶｶﾞｲﾄﾞ買っちゃったじゃないのーん[:てれちゃう:]
今週の忠義のﾚﾝｼﾞｬｰは中丸風でしたね。

ただﾁｬﾝから鼻ﾃﾞｶﾅｯｶﾑに連絡すればいいのに。（笑

ｼｬｲなのね[:てれちゃう:]
そんなただﾁｬﾝが可愛いと思うのでした[:ラブラブ:]
また後で書きます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.16 Fri 恋に向かってＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

鼻ﾃﾞｶﾅｯｶﾑになりたいまひるです[:ハート:]
でも鼻ﾃﾞｶはｲﾔです[:悲しい:]
そうしたらただﾁｬﾝをご飯に誘ってみたり

[:携帯:]でｲﾁｬｲﾁｬﾄｰｸしてみたりするのに[:悲しい:]
ただﾁｬﾝはそんなに鼻ﾃﾞｶﾅｯｶﾑに会いたいの???
まひるじゃﾀﾞﾒ[:ハート:]
とか上目遣いにそのｾﾘﾌｷﾓｲからよしなはれ。

鼻ﾃﾞｶﾅｯｶﾑってさ、すごい人当たりがいいし、

大人だから協調性も持ち合わせてるし

愛されるｷｬﾗだよね[:ハート:]
あぁぁぁぁぁあ。

ここで今日鼻ﾃﾞｶﾅｯｶﾑ（中丸雄一）がなぜeighterの中で
ｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟされてるのかは

ｴｲﾄﾚﾝｼﾞｬｰの連載の大倉忠義のとこをお読みください。

なんだかんだと言ってみんな他ｸﾞﾙｰﾌﾟの連載も

ちゃんと読んでるとこが素晴らしい。

これで鼻ﾃﾞｶﾅｯｶﾑからなんのお言葉もなかった日にゃ

凹むね。

ただﾁｬﾝ凹んでﾋｯｷｰになってしまうかも。((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
ﾋｯｷｰになったらまひるが遊びに行ってあげるね。(来るな!!!!

とりあえず来年のﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝにただﾁｬﾝにﾁｮｺ「あ〜ん」して

あげたら食べてくれるってゆーし[:ハート:]
あ。それはまひるでなくて???
夢を壊すようなこと言うなよー。

「忠義[:ハート:]」「まひる[:ハート:]」の熟知の中じゃないですか???
いつからだよ!!!!
あぁ。そんなこと夢でも良いから言ってみたいです。

(*´д｀*)ﾊｧﾊｧ
永遠に続く片思いなのですがそれでもまひるにとって



大切な宝物なんです[:ぴかぴか:]
それで最近嵐の「ｻｸﾗ咲ｹ」を聴いてるんだけど

なんかいいよなぁ。

今のまひるの忠義への恋心を応援してくれてるような気持ちになる。

「負けないように

くじけないように」

「いつかふたり　望む場所で

めぐり会いたい」

そんな言葉がいっぱい詰め込まれていて

まひるの心がｷｭｰって締め付けられたようになる。

みんな切ないよね。

苦しいよね。

でも好きな曲聴いて頑張ろう。

きっと切ない恋心を癒してくれる歌があるから。

ﾋﾅﾃｨｰﾌﾞｼｰﾝｷｰﾝｸﾞ!!!!!

恋に向かってＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださいねーん[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.17 Sat 自分の納得いくまで頑張ること。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

眠れないよー[:悲しい:]
仕事から帰ってきてすっごい眠くて

今日はそのままご飯も[:テレビジョン:]も見ないで寝ようかと
思ったんだけどさすがに花男だしと思って

起きていたのがよくなかった[:悲しい:]
すっかり眠気も飛んで薬いつもよりちょっと多めに

飲んだんだけど全然眠れる気配なし[:悲しい:]
ま、明日出勤遅いんで朝５時ぐらいまでは起きてても

大丈夫なんだけどね[:汗:]

今日の花男も感動したなぁ。

なんかまひるの中で西門さんの株があがった。

元々松田翔太さんは好きな方だから

後は西門さんの一押しだけで[:てれちゃう:]（笑
いやー。良かった。

でも切ないね。

１年前のﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝにさらさんの気持ちがわかってたら

西門さんもさらさんも苦しまなくて済んだのに。

なのでやっかし恋に臆病になっててはいけないってことですね。

後悔しないように最後までやりぬくことが大切です[:ハート:]
もう西門さんの涙に号泣ですよ[:悲しい:]
これで西門さんも新しい恋に芽生えたらいいんですけど[:パー:]
なんかまひるはﾀﾞﾒだす。((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
最近はすっかり道明寺派なんですけど

花沢類の声と優しい喋り方に翻弄されてしまうのです。

あんな感じで話されたら花沢類にｸﾗｸﾗと吸い寄せられていって

しまいます。

花沢類を演じられるのは小栗旬しかいない[:パー:]
顔は全然ﾀｲﾌﾟじゃないんだけどもう雰囲気に飲み込まれています[:ハート:]



恋って切ないね。

好きな人に会いたいのに会えない。

どんなに思っても思っても届かない想い。

あ。今、声が聞きたいって思う時も

まひるの[:携帯:]は何の役もなさない。
なんでこんなに好きになっちゃったんだろう。

どこかでﾌﾞﾚｰｷかけないと自分が押しつぶれちゃうよね[:悲しい:]
それが分かっててもどこでﾌﾞﾚｰｷかけていいのか

わからない。

どんなに苦しくても苦しくても前に進むしかなくて

前に進んだからって何が待ってるわけでもなく[:悲しい:]
ただただ好きだって気持ちが原動力になってるわけで。

かといって恋愛に依存する人にはなりたくなくて。

その微妙な気持ちのﾊﾞﾗﾝｽがすごく難しい。

でも大倉忠義を好きで愛しくて

時には泣いて時には笑って楽しい恋に出来たらいいなって思う。

大倉忠義様、

好きで居させてくれてありがとう[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.18 Sun たこ焼きふーふー。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

すっごいまた肩こりがしてて

とりあえず湿布貼った[:悲しい:]
相変わらず湿布貼った肩がｼﾞﾝｼﾞﾝする。

今日のご飯はたこ焼きでした[:ハート:]
でも美味しくないー[:悲しい:]
大阪のたこ焼きが食べたーい[:ハート:]
忠義の作る愛情たっぷりのたこ焼きが食べたい[:悲しい:]
忠義さーん。たこ焼きﾊﾟｰﾃｨｰしません???[:ハート:]
２人で「あ〜ん」とかやって猫舌なまひるは

「ｱﾁｱﾁ、忠義あついよー。ちゃんとふーふーしてね[:ハート:]」

ｷﾀ━━━━━━(♡∀♡)━━━━━━！！ 

逝ってきます。

忠義にふーふーされたし[:パー:]（切実

とりあえずめちゃ短いけど

明日早く起きなくちゃならないからこれにて。

ｺﾞﾒﾝなさいです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださいねー[:ハート:]
お友達のお誘いも大歓迎です[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.18 Sun 大倉忠義を好きになってよかった。

おはようごじゃりますだ[:ハート:]
大倉担まひるですけどもー。

いつもは寝る時間の６時に起きてみますた[:ハート:]
なんか爽やかなお目覚めで[:あめ:]さえ降ってなければなおよし。

春になったら[:パソコン:]のﾒﾓﾘｰ増設やろうと思ったんだけど
やり方忘れた[:悲しい:]
１枚抜いて２枚挿すんだっけ???
しかもそれだけで[:パソコン:]に特に設定っていらないんだっけ???
電機やさんで聞いてこよ。

ﾒﾓﾘｰ増設やったらまだまだこの[:パソコン:]も使えるらしいし[:チョキ:]
失敗しないようにしなくちゃ[:てれちゃう:]

つーか昨日からNEWSｺﾝ始まったね。
まだ８人ではないけれどそれでも活動出来るってことは

すごくﾒﾝﾊﾞｰにとってもﾌｧﾝにとっても喜ばしいことなんじゃないかなぁ

って思う。

やっぱりみんなNEWSの歌が聴きたかっただろうし、
ﾒﾝﾊﾞｰがじゃれあう姿とか見たかったと思うし、

Mｽﾃから新たなｽﾀｰﾄをきったね。
早く８人そろうように頑張って欲しいと思います。

もちろんｴｲﾄも[:ハート:]
なんかMｽﾃのまつじゅんと亮ﾁｬﾝの会話良かったなぁ。
また亮ﾁｬﾝ、毒吐いてたし[:パー:]
天下の道明寺さまにｸﾙｸﾙﾊﾟｰﾏなどと。

あれはﾊﾟｰﾏではなくて１時間半ぐらいかけて巻いてるらしいですよ。

まひるの無駄情報。（笑

ｴｲﾄも完全色になるように１日も早く戻ってきますように。

この思いがｼﾞｬﾆｰさんに届きますように。



なんかﾄﾞｰﾑｺﾝまで今日でちょうど１週間だねー[:ハート:]
まぁ、２４日からは始まってるんですけど[:パー:]
２４日には山梨を出発してるんですけど[:パー:]
うーゎ。ﾄﾞﾁﾄﾞﾁ[:ラブ:]だよ。
忘れ物ないようにしなくちゃ[:てれちゃう:]
なんか普通にﾁｹｯﾄとか忘れそうで怖いんですけど[:パー:]
なんかあと1週間でｴｲﾄに忠義に会えるかと思うと
もっそいﾄﾞﾁﾄﾞﾁです[:ラブ:]
なんか何気忙しくしてたからあっという間だったし。

なんかﾄﾞｰﾑでやるって決まった時は

ぶっちゃけ微妙な心境だったのね。

どうせ豆粒で見れないんじゃないかとか

見えなくて楽しめないんじゃないかって。

でも単独でﾄﾞｰﾑｺﾝやるのがｴｲﾄの夢だったし、

その夢のお手伝いが出来たらいいなって思った。

豆粒でもきっとｴｲﾄのことだから何か考えてくれてそうだし[:ぴかぴか:]
ﾄﾞｰﾑｺﾝ成功をお祈りしています。

もちろんまひるも成功するように頑張りたいと思います[:ハート:]

嵐の宿題くんを見るようになって嵐がますます好きになった。

相葉ﾁｬﾝが元担なんだけどたぶん今でも嵐担になるとしたら

相葉ﾁｬﾝを選ぶと思う。

ちょっと前までは絶対翔くんだなって思ってたんだけど

やっぱりまひるは相葉ﾁｬﾝの天然で和み系なとこに弱いです[:ハート:]
まひるの中で顔じゃないんだよね。

ｷｬﾗなんだよね[:ハート:]
ぶっちゃけ嵐がこんな大きなｸﾞﾙｰﾌﾟになるなんて思ってなかった。

もっともっと大きなｸﾞﾙｰﾌﾟになって

まひるが相葉担だったことが自慢出来るように

なったら嬉しいなって。(笑
いやいや、今でもある意味自慢ですけど[:パー:]
懐かしいな。相葉ﾁｬﾝ。

しゃかりきに頑張ってた[:ハート:]（笑
今までずっとしゃかりきに頑張ってたけど

でも大倉担になって文章書くようになって

そうゆう部分ですごく忠義への気持ちが大きくなってる自分がいて[:ラブラブ:]



今までの自担とは違った感情。

なんだろうなぁ。

今までも頑張ってたけど

でもたぶん今が１番好き[:ハート:]
自分の考えも大人になったから感じ方が違うのかも

しれないんだけどね。

今までの過程を経て大倉担になって良かった。

大倉忠義を好きになってよかった。

出会えてよかった。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.19 Mon 仕事行く前に。

おはよー[:おてんき:]
大倉担まひるですけどもー。

また今日も早く目覚めてしまった。

でも相変わらず夜は２時とか３時なんだよなぁ[:悲しい:]
ま、明日[:病院:]なので仕事も完全にお休みもらうから
ゆっくり出来るんじゃないかなぁ。

一応京セラの準備とかもし始めないとね[:ぴかぴか:]
溜まってる[:メール:]にもお返事しないとなぁ。

なんか今、[:携帯:]のﾎﾑﾍﾟ作るのにﾊﾏってて。
前々からﾌｫﾚｽﾄでIDだけ持ってて作ってなかったんだけど
さっきちょっと作った。

まだ途中なんだけどね[:たらーっ:]
で、ﾌﾞﾛｸﾞをｸﾙｰｽﾞのﾘﾝｸ貼ったんだけど

ﾘﾝｸ貼らずにﾌｫﾚｽﾄの日記にしようか迷ってるんだけど

でもそしたらすごい量のﾌﾞﾛｸﾞをやることになるので

やっぱｸﾙｰｽﾞをﾘﾝｸ貼った方がいいのかな???
何気あとちょっと仕事行ったら京セラなんだよなぁ。

もうすっごいﾄﾞｷﾄﾞｷ[:ラブ:]
結局双眼鏡見つからず（ﾁｰﾝ

豆だ。豆。

たぶん映像追っちゃうのが中心になっちゃうかも[:悲しい:]
それだけは避けたい。

せっかくﾘｱで観にいってるのにｶﾒﾗ越しに見るのは悲しすぎる[:悲しい:]

じゃ、仕事行ってきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

また夜に書きますねーん[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.22 Thu うつ気味でｺﾞﾒﾝなさい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

２日間うつになってました[:悲しい:]
昨日は仕事も休んで２日間爆睡[:眠たい:]
もうﾎﾝﾄうつになるとわかることがひとつ。

忠義の顔を正視出来ない[:悲しい:]
これいつもなんだよね。

なんでだろ???
ﾎﾝﾄ京セラまでに治ってなかったら

行くのやめようと思ってたんだけど

なんとか今日復活しましたよ[:ハート:]
で、空（＠章大）のｸﾞｯｽﾞ代おろしてきたので

今日中に支度しちゃえばﾊﾞｯﾁﾘだぜー[:チョキ:]
今日も軽くうつなんだけど

とりあえずﾍﾞｯﾄﾞから出れるようになったから[:ぴかぴか:]
まぁ、なんとか[:パー:]

つーか昨日のハケンの品格の小泉孝太郎良かったなぁ[:ハート:]
激しく萌えす[:ハート:]
あんな上司が欲しいです[:ハート:]
つーか森ﾁｬﾝはいつから里中主任が好きだったの???
全然気づかなかった鈍感娘ですけど[:パー:]
だってﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝもｽﾙｰしてたし[:パー:]
でもあんなに優しくてｶｯｺﾖｽだったら好きになっちゃうかも[:てれちゃう:]
あ。それはまひるだけですか???[:パー:]
もう毎回里中主任にｷｭﾝ死してますけど何か???[:パー:]

まだうつ気味なので寝ます。

ﾎﾝﾄﾍﾀﾚでｺﾞﾒﾝなさい[:悲しい:]



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

出来れば明日中にやっておきたいのですが

出来なかったらﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。

とりあえず体調がよくないのでお許しください。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.23 Fri 時夫、男前。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

とりあえずうつが回復の方向に向かってるので

大事をとって仕事をお休みしました[:たらーっ:]
ここで無理して悪化させたくないしね[:悲しい:]
なんかﾎﾝﾄ厄介だわ[:悲しい:]
でもとりあえず[:パソコン:]に向えてることが
元気な証拠かなって[:ぴかぴか:]
ﾎﾝﾄにうつだと[:パソコン:]も無理だし、音楽も聴けないしね。
でも朝からｶﾞﾝｶﾞﾝに東方神起聴いてるし[:パー:]
今月だいぶ仕事休んじゃったから

今年はあんまり仕事のお休みもらえないかもなぁ[:悲しい:]
体調不良は別として。

つーか昨日の「拝啓、父上様」の時夫!!!!!
めちゃｶｯｺﾖｽ[:ハート:]
なんかいつもﾍﾗﾍﾗしてるのにいきなり回し蹴りですよ。

（今１回変換したら回し下痢って出た。(笑））（（←ｶﾞｯｸｼ
時夫めちゃｹﾝｶ強いし。

あの蹴りは蹴鞠師再見ですよ[:パー:]
ちょっと横山裕に堕ちかけた。（ｳｿですけど[:パー:]
でもやっぱり最後のあれですかねぇ。

裸の時夫に馬乗りになる一平。（笑

ﾎﾓだと誤解される一平。

ちょっと時夫の照れながら困惑した顔がｶﾜﾕｽ[:ハート:]
お前は乙女か!!!!!
もうﾎﾝﾄ時夫と一平のｺﾝﾋﾞ最高だなぁ[:ハート:]

また最近雑誌買ってないんだよねー[:悲しい:]
お取り置きはしてあるんだけど完全にうつでﾋｯｷｰに

なってしまって昨日[:ＡＴＭ:]には行ったんだけど



雑誌は買ってない。

ただﾁｬﾝとかただﾁｬﾝとかただﾁｬﾝが見たいんだよー[:悲しい:]
元気になったらそれかい!!!!!
散々忠義のこと正視出来ないとか言っておいて!!!!!
よくなったら忠義ガン見ですよ[:ハート:]
乙女は複雑なのね[:てれちゃう:]
（↑誰が乙女???

あぁ。明日仕事行って帰ってきて速攻支度して

夜行ﾊﾞｽｻﾞﾏｽ[:たらーっ:]
また夜行ﾊﾞｽが眠れないんだよねー[:悲しい:]
もう今回は最初から諦めて寝ない方向で行くことにした。

帰りは疲れてるから爆睡[:眠たい:]なんだけどね[:パー:]
ﾏｼﾞ心配なのは疲れてるから寝ぼけないかってこと。

寝言とか忠義並み、もしくは時夫並みに言ってたら

恥ずかしいじゃん[:ひやひや:]
ま、人に聞かれないことを祈って。ﾅﾓﾅﾓ。

もう出発は明日なんだなぁと思って。

まだ親にも大阪行くって言ってないんですけど[:パー:]
いつも急なあたくし[:パー:]
とにかく楽しみ[:ハート:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

大阪から帰ってきたらやりますね。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださいねーん[:ハート:]



2007.02.24 Sat 大阪で逢いましょう。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

仕事から帰ってきてお風呂入って

支度終了!!!!!
後は出かけるだけｻﾞﾏｽ[:てれちゃう:]
うーゎ。ﾄﾞｷﾄﾞｷだよー[:ラブ:]
[:携帯:]とか忘れないようにしないとね[:たらーっ:]
１人で大阪行くのは３回目なんだけど

やっぱり慣れない[:悲しい:]
ちなみにいつも大阪についてから友達と合流してる

ﾊﾟﾀｰﾝなんだけどまだなんばからは帰りのﾊﾞｽ乗れるのね。

でも絶対梅田からは乗れない[:悲しい:]
梅田からは３〜４回乗ってるんだけど

いつも空（＠章大）の後ろついて歩いてて

周りの景色みてないから絶対梅田からはﾊﾞｽに乗れない[:悲しい:]
わー。でも考えたらすごい大阪に行ってるなぁ。

昔からも含めたら３０回以上大阪に行ってるよ。

でも相変わらず道をまったく覚えないｱﾌｫなまひるなんですけど[:パー:]
東京なら初めて行く土地でもｽｲｽｲなのになぁ[:GO!:]
もう大阪ではかっぺ丸出しですよ[:悲しい:]
なので忠義さん、案内ﾖﾛﾋﾟｺ[:チョキ:]
手など繋いでくれるとなおよし[:ハート:]
え???忠義って手を繋ぐ派だっけ???繋がない派だっけ???
どうでもいいけど繋いでくれ[:パー:]
だってだって忠義の大きな手に包まれたいんだもん[:ラブラブ:]
恥ずかしかったら寝るときだけでいいので

手を繋いでくれ。

腕枕もいいんだけどね[:ハート:]
（↑出た。出た。変態妄想族

ようこそ。まひるの変態めくるめく世界へ。（笑

なんかヒナﾁｬﾝとかって「ええで。ええで。」って

言って繋いでくれそう。（笑

それか優しくﾘｰﾄﾞか。(笑



亮ﾁｬﾝは「いくで。」とか勝手に手を引っ張って

ｸﾞｲｸﾞｲ歩いていきそう。

章大とか自然に手を繋いできて「どこ行く???」とか
聞いてくれそう。

とにかくただﾁｬﾝと手が繋ぎたいのだー[:ハート:]
そういやね、まひるさん、２回ともｴｲﾄの握手会行っておきながら

１度も握手したことないんですけど[:パー:]
ﾎﾝﾄﾊﾞｶでしょー???
２回ともﾊｲﾀｯﾁだったんだよね。

今考えたら２回目はちゃんと握手すればよかったなぁって[:悲しい:]
３回目とか有り得ﾅｽな感じだし[:悲しい:]
ｺﾞﾒﾝなすって[:パー:]
ノリと勢いだけで生きてる人間だから[:パー:]

ただﾁｬｰﾝ[:ハート:]

そうそう、結局双眼鏡が見つからず肉眼で見ることに[:悲しい:]
無理です[:パー:]
ｺﾝﾀｸﾄして0.9しかないんだよー。
無理だっぺ???
じゃ、今からﾏﾆｷｭｱ塗って準備しまーす。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

大阪から帰ってきてからやりますね。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださいまっしー[:ハート:]



2007.02.26 Mon やっかし大倉忠義が好きなんだ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

大阪から無事帰還したまひるです。

ちょっと外せない仕事があって

さっきまで仕事に行ってました。

さすがのまひるたんも体ｶﾞﾀｶﾞﾀなんですけど[:パー:]
夜行ﾊﾞｽで帰ってきたのが６時半。

家についたのが７時。

それからお風呂入ってそのまま仕事へ。

でも夜行ﾊﾞｽの中で結構寝たので

そんなに眠くないんだけど

さすがに疲れた[:悲しい:]

とりあえず感想を書きたいのですが

現在頭の中が真っ白なので何も思い出せなくて。

すいません[:汗:]
ちなみに構成とかは１２月のﾂｱｰとほとんど変わらず。

もちろんまた「Butterfly I Loved」も見れました。
あの曲は何度見ても全然飽きないので

ﾎﾝﾄぜひぜひ京セラがDVDになってくれると嬉しいんだけどなぁ。
席はそんなに良い方じゃなかったのですが

真正面のﾘﾌﾀｰで忠義が上がってきた時、

もうそれだけで嬉しくて涙が出ました[:ポロリ:]
もう何度も何度も泣きそうになって

「自分どんだけ涙腺緩いねん。」って亮ﾁｬﾝに突っ込まれそうな

ぐらい泣きそうでした。

そう、それで初めて村ネ申の色紙が近くに飛んできたんですよ。

通路側だったんだけどその通路に落ちてきて。

取りに行こうかと思った時には争奪戦になってて

結局取れなかったんですけどね[:悲しい:]
自分の鈍さにびっくりですわ。（笑

で、すばるの髪型なんですが噂ではﾚｲﾆｰの時ぐらいって



聞いてたんですけど

全然それより長いです。

肩につくぐらいかなぁ。

ﾍﾞｰｽは前と変わってなくて長さがちょっと軽くなったぐらいです。

そ。そ。

それでｼﾝｸﾞﾙが４月１１日に発売で

ｱﾙﾊﾞﾑもﾂｱｰ前には発売するそうで。

それから冬ﾄﾞﾗがDVDになるとのこと。
それから全国４７都道府県でﾂｱｰをやること。

ﾂｱｰは５月のGWの横Aから始まって９月の沖縄まで
あります。

つーかｵｰﾗｽが沖縄って!!!!
行きたいじゃん!!!!!
そんなお金ないんですけど[:パー:]
ﾋﾞｰﾁをただﾁｬﾝとｱﾊﾊﾊﾊﾊってやりたいだけなんですけど[:ハート:]
つーかｼﾝｸﾞﾙのﾀｲﾄﾙ「ｽﾞｯｺｹ男道」って発表された時に

お客さんが「えぇー!!!!」みたいな反応したら
ヨコが「いい加減慣れてや」みたいなこと言ってて

笑いがおきて

まぁ、まぁ、確かにって頷いたのは言うまでもありません。（笑

でも「ｽﾞｯｺｹ」って!!!!!

今時ｽﾞｯｺｹとか言わないよなぁ。

久々に聞いたそのﾌﾚｰｽﾞ。（笑

ｴｲﾄらしいよな。

絶対誰もそんなﾀｲﾄﾙの歌、歌わないし。（笑

早く新曲聴きたいなぁ。

そうそう、それで今回は会えなかった人も結構いたんだけど

何人か会いまして。

まず朝に合流したのが智海さん（＠忠義）



そしてあき（＠忠義）

今回はこの２人と結構長い時間一緒にいましたね。

あと途中、しぃか（＠忠義）と美穂さん（＠忠義）と

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）とも

会ってお話しました。

あとｸﾞｯｽﾞを代行してくれたゆか（＠忠義）ﾎﾝﾄにありがとうでした[:ハート:]
ゆかとは会場の中で始まる１０分ぐらい前に

ちょっと会っただけだったのでまた時間のある時にゆっくりと

お話したいですね。

ﾎﾝﾄは智海さん、あき、ナナ美ﾁｬﾝと暖かい場所で

お茶しながら話す予定だったんですけど

とにかくやっぱり[:携帯:]が繋がらなくて
なかなか思うようにはいきませんでした。

ｺﾞﾒﾝなさいです[:悲しい:]
でもみんな関東に住んでるからまた別の機会に

お茶出来ると思うのでその時までお楽しみってことで。

で、あきとナナ美ﾁｬﾝと美穂さんはｵｰﾗｽに入るので

１７時過ぎに別れて智海さんとご飯食べに行きました。

結構いろいろお話出来て楽しかったです[:ハート:]
とにかく会ってお話してくれたみなさんありがとうございました。

会えなかった方、また次の機会に会いましょうね[:ハート:]
とにかくみなさん寒い中お疲れ様でした[:ハート:]
そしてｴｲﾄのみなさん、ｽﾀｯﾌのみなさんもお疲れ様でした。

無事に終わって何よりです[:ハート:]

また感想はﾎﾞﾁﾎﾞﾁ書いていきます。

期待して見てくださった方、ｺﾞﾒﾝなさい。

何にも書いてないです[:悲しい:]

たいした内容も書いてませんがほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

今週中にやりますのでしばしお待ちを。

ﾎﾝﾄにお待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.02.28 Wed 大倉忠義に満たされる心。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

京セラﾄﾞｰﾑｺﾝの感想は書かないことにしました。

あまりにも胸がいっぱいで書けそうにないので。

ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい[:悲しい:]
今までこんなことってなかったんだけど

もう忠義の姿見るだけで胸が締め付けられる想いで

忠義の一言一言に舞い上がってみたりして

まひるの魂は忠義に握られてると言っても過言ではないなって

改めて思いました[:ハート:]
忠義のさりげないしぐさにﾄﾞｷっとしたりして

そんなことﾎﾝﾄしょっちゅうで心臓なんてﾄﾞｷﾄﾞｷのﾊﾞｸﾊﾞｸで[:ラブ:]
今までいろんな元担さんがいて

その時はその時が最高に幸せだと想ってた。

それは今も変わらない。

でも大倉忠義に出会ってﾌﾞﾛｸﾞ書くようになって

自分の中でﾎﾝﾄに大倉忠義という人が大きくなっていって

まひるの小さな胸には収まりきらないぐらい愛が

溢れていて。

今までの担当さんを経てそれで今の福原まひるがある。

そして大倉忠義がいる。

忠義に出会えて本当に幸せです[:ハート:]
どんな些細なことでもいいから忠義のｴｲﾄの力になりたい。

ｶﾞｯｶﾘさせるようなﾌｧﾝにはなりたくない。

まひるはまだまだ未熟だ。

人の接し方にしても足りない部分たくさんある。

もっと１人１人に気配り出来る人でありたいと思うし、

まだまだだなって思うことたくさん。

忠義のことを本当に大切に考えられる人でありたいと思う。

未熟ながらも考えた。

まだまだまひるに出来ることってたくさんあるんだなって。

常に感謝の気持ちを忘れないように

今回は関ﾃさんにﾄﾞﾗﾏのDVDの発売決定の御礼のﾒｰﾙを



送ることにした。

そうゆう小さなひとつひとつのことが

エイトの次の仕事に繋がったらいいなって思うし、

まひる達ﾌｧﾝに出来ることのひとつなんだと思う。

とにかく自分の出来ることは惜しまずに出来る限りやりたいと思う。

忠義のためにｴｲﾄのために。

なんかP誌だっけ???
忠義が昔の方が良かったですってﾌｧﾝﾚﾀｰ渡されたって話。

確かにまひるも昔の一歩引いた感じの忠義が好きだった。

でも今は今なりに忠義がどうしたらｴｲﾄがよくなるかな???とか
番組面白く出来るかなとか考えて出した結論が今の

忠義のわけでしょ???
まひるはそんな忠義も応援したいって思うんだよね。

昔は良かったって過去にしがみついててもﾀﾞﾒだと思うんだよね。

だってみんな生きてるんだもん。

日々、進化してるんだもん。成長してるんだもん。

だからまひるは今の忠義は忠義の成長だと思って

暖かく見守りたいと思う。

最後に一言。

まひるも忠義のこと守るので

忠義もまひるのこと守ってください[:ハート:]（笑

これからもずっとずっと大好きです[:ハート:]
まひるの心をいつも満たしてくれてありがとう。

愛してます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

今週中に出来たらやりますねーん[:ハート:]



2007.02.28 Wed ｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ買ったった。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーかｴｲﾄのｶﾚﾝﾀﾞｰ買ってきますた[:ハート:]
最初の亮ﾁｬﾝのｼｮｯﾄで失神するかとｵﾓﾀ[:ラブ:]
でね、一通り見たんだけど

１番良かったのがただﾁｬﾝのﾏﾌﾗｰはい。ってやってるやつの

右上のｼｮｯﾄ。

あの写真の何気なさにｸﾗｸﾗとめまいを[:てれちゃう:]
ﾎﾝﾄあのﾍﾟｰｼﾞだけでｷｭﾝ死しちゃうもん[:ハート:]
その隣を歩きたいです[:パー:]（切実
で、１番笑ったのがヒナﾁｬﾝね。

狙いすぎ!!!!!(笑
ｾｸｼｰｼｮｯﾄ狙いすぎ!!!!![:パー:]
お噂はかねがね伺ってましたの

濡○場。（笑

はい。ｼｬﾜｰｼｰﾝもありーの車をﾊﾞｯｸさせる時の後ろ向きありーの

寝姿ありーの。（笑

ﾋﾅｽｹ狙いすぎです[:パー:]
で、すばﾁｬﾝと章大。

遊びすぎです[:パー:]
ｶｯｺｲｲのもあったけど途中でどこ目指してるの???（暴言
とか思うやつとかあってある意味面白かった。

なんか章大の裸のやつとか全裸で撮って

後からﾏｼﾞｯｸで塗り塗りしたわけでしょ???
ﾏｼﾞその作業を想像するだけで面白いんですけど[:パー:]
あれ自分大好きじゃなきゃ出来ないよね。（笑

すばるのﾋﾟﾝｸのﾆｯﾄのやつとか赤いﾂﾞﾗのやつIZAMかと思った。（笑
で、ただﾁｬﾝのﾏﾈｷﾝのｼｮｯﾄあったじゃない???
あれﾏﾈｷﾝじゃなくて絶対本物の外人女子使った方が

ﾘｱﾙ感が出て萌え[:ハート:]萌え[:ハート:]なったと思う。
でも忠義の表情は良かった[:ハート:]
忠義ってｾｸｼｰ顔やらせたら天下一品だよね。（笑

さすが関西きってのｾｸｼｰｵｻﾚ番長[:チョキ:]



亮ﾁｬﾝの１人「ｱﾋﾞｰﾛｰﾄﾞ」のやつも面白かったし、

眼鏡のやつも良かった[:ハート:]
でもやっぱり１ﾍﾟｰｼﾞ目の左側の亮ﾁｬﾝですけど[:パー:]
丸ﾁｬﾝとヨコは素な感じが出ててすごく好き[:ハート:]
ヨコのたこ焼き食べてるやつなんてまさに

まひるたんの妄想のたこ焼きふーふーじゃないですか???[:パー:]
ヨコたんはまひるにたこ焼きふーふーしてくれるのかな???
なんかふーふーしてあーんとかやりそうな雰囲気かもし出しておいて

恥ずかしいから自分でﾊﾟｸみたいな。(笑
ヨコならやりそうだ。((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 

あ。日清のﾎﾑﾍﾟ見たらなんか学園もののｹﾞｰﾑみたいな感じになってて

３月１日から何かしら見れるらしいので

ちょっと楽しみなんですけど[:パー:]
で、週間ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝの源太見て萌え[:ハート:]萌え[:ハート:]
ﾔﾊﾞｽ!!!!!かっこよすぎる!!!!!
ﾒﾀﾝｺ男前[:ハート:]
で、忠義に実生活でお仕置きしたことある???のｲﾝﾀﾋﾞｭｰに
忠義がいない間に部屋を物色する弟をお仕置きしたいと答えてるんだけど

何言っちゃってるの???
どSなただﾁｬﾝだもの日々、お仕置きですよね???[:パー:]（笑
ﾊﾚ○ﾁﾌﾟﾚｲもなんのその。（笑

あぁ。そんな忠義に萌え萌えしてしまうあたしは病気です[:パー:]
（↑THE変態

じゃ、今からもう１度ｶﾚﾝﾀﾞｰ見まーす[:ハート:]
ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださいねーん[:ハート:]



2007.03.01 Thu ★ｺﾒﾚｽ★

ｺﾒﾝﾄいつもありがとうございます。

遅くなってしまったけど

ｺﾒﾚｽやりたいと思います。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

ﾎﾝﾄ、ｺﾒﾝﾄとかﾒｰﾙいただくと嬉しいので

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

じゃ、ｺﾒﾚｽ!!!!!

ｺﾒﾚｽ

みおり（＠忠義）

なつみ（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

toiさん
智海さん（＠忠義）

ゆか（＠聖）

なな（＠忠義）

結希（＠すばる）

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

紗羅ﾁｬﾝ（＠忠義）

みずき（＠章大）

あき（＠忠義）

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

コトさん（＠忠義）

真優さん（＠章大）

今日のｺﾒﾚｽは２月１８日までのやつです。

明日続き出来たらやりますねーん。

ﾎﾝﾄ途中でｺﾞﾒﾝなさい。

今日はここまでが限界でした。（涙

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸkﾘｯｸ。 みおり（＠忠義）
この間は会えなくて残念でした[:悲しい:]
また次の機会にぜひ!!!!
みおりも変態妄想族ですか???
会長はﾀﾓさんなんですけど[:パー:]（勝手
ｴﾛ花草咲きまくりですよ。

そのｴﾛ花草の咲いてるお花畑を忠義はｱﾊﾊ。ｱﾊﾊ。と

追いかけっこでもしてるんでしょうなぁ。

なつみ（＠忠義）

ﾎﾝﾄ、∞とeighterの関係ってすごくいいって思うよね。
え???そう???
まひるから元気もらう時なんてあるの???
そりゃ気を引き締めて書かなきゃね。（笑

いえいえ、こちらこそいつも読んでくれてありがとう[:ハート:]
すごく嬉しいです[:ハート:]
わかる!!!!!
たちょの妄想って古いﾄﾞﾗﾏとかに出てきそう。（笑

でもﾎﾝﾄにたちょと行けるならその古い設定でOKさ。（笑
なつみは石につまづくんかい!!!!!（笑
１６８かぁ〜。

全然たちょより小さいから問題ﾅｯｼﾝｸﾞじゃないですか。

むしろﾓﾃﾞﾙさんｶｯﾌﾟﾙ同士みたくて裏山しいぞ。

ゆか（＠忠義）

元気になってよかったです[:ハート:]
ﾎﾝﾄeighterには凹んでる暇なんてないんだなって。(笑
もう次のﾂｱｰ決まってるし。

頑張って働かなきゃ[:ぴかぴか:]
いえいえ、こちらこそありがとうです。

ｺﾒﾝﾄもらうだけで元気になります[:ハート:]
整体ってまだ１度も行ったことないんだよね。
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なんか怖くて。（子供か!!!!!
腰痛で機械で引っ張ってもらうのはよくあるんだけどね。

鼻ﾃﾞｶﾅｯｶﾑがﾎﾝﾄうらやましいよねー。

あそこまでただﾁｬﾝにいじってもらえて。（笑

ﾅｯｶﾑからは軽くあしらわれましたけども。

「LOVE　SO　SWEET」予約してなかったら買えなくて[:悲しい:]
しばらくしたらﾚﾝﾀﾙで借りてきまふ。

toiさん
初めましてですね。（笑

ﾃﾞﾍﾍ。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

いえいえ、こちらこそありがとうございます。

ﾎﾝﾄにこんなにつたない文章を読んでいただけて

ｺﾒﾝﾄまでいただけるとやはり嬉しいですね。

まひるの文章で何か感じることが出来たというのは

素直に嬉しいです[:ハート:]
これからも頑張って書くのでﾖﾛｼｸお願いします。

智海さん（＠忠義）

２５日はありがとうございました。

楽しい時間過ごせました。

お花畑はただﾁｬﾝの頭の中だけで[:パー:]
でも、絶対頭の中で「よしくん待って〜。ｱﾊﾊ。ｱﾊﾊ」って

やってますけどね。（←結局やるんだ???（笑
なんかやっぱり次の日仕事があると思うと

意識して眠れないみたい。

何もないと結構眠れるんだけどなぁ。

まつもっさんの画像、実は後日見れたんだよね。

女の子と湯船でｲﾁｬｲﾁｬしてるやつだよね。（笑

あれすごく好き。

でもただﾁｬﾝにやられたら即死するわ。

あ。まひるも岡田くんのは買ってないんだよね。

空が買って写ﾒってくれたんだけどね。

あ。でもただﾁｬﾝのｾﾐﾇｰﾄﾞは見たい!!!!（ここごり押し



ただﾁｬﾝの前後左右裏表すべて見たいんですけどね[:パー:]
絶対悶え死ぬな。（笑

リアﾁｬﾝ出た時の亮ﾁｬﾝ、O.A.ではそんなに気にならなかったんだけど
TVぴあ見てびっくりした。（笑
亮ﾁｬﾝ、こんなにﾃﾞﾚﾃﾞﾚだったんだ???って。
いつもと様子が違うのはわかってたけど

可愛いな亮ﾁｬﾝぐらいにしか思ってなくて。

ハケンさん、まひるの大好きな里中主任がどうなってしまうのか

気になって。（涙

つーか唇のすぐ下にあったﾆｷﾋﾞが化膿して

唇まで腫れてしまってえらいこっちゃになってます。（涙

ゆか（＠聖）

ﾘﾝｸありがとねー。

確認したよー[:ハート:]
郵便局の人、いい加減だよねー。

なんか結局文句も言わず普通に為替、現金に換えたけどね。（苦笑

なな（＠忠義）

京セラ楽しかったよね。

感想何一つ書いてないまひるですけど。（苦笑

変態妄想族へようこそ。

会長はﾀﾓさんです。（勝手

昔のただﾁｬﾝも可愛いよねー[:ハート:]
時々ｲｹてない写真あるけど。（笑

でも基本的にはすごく優しそうな顔してるよね。

TVｶﾞｲﾄﾞ見ましたよー。
でもヨコって昔の方がちょっと釣り目だったよね。

まぁ、あと違うのは重さぐらいで。（笑

あぁ。確かに。長野くんとか光一さんとか変わらないよね。

ﾏｯｽｰはすごい最初の頃はかんなりｲｹてなかった。（笑

今はｶｯｺｲｲけど。

松じゅんとか斗真とか亮ﾁｬﾝってすごい小さくて

すごいちっちゃい子みたいだったけど

成長したらすごいかっこよくなっててびっくり。



結希（＠すばる）

ありがとー[:ハート:]
無事空ﾁｧﾑから赤ちゃん生まれまして。

詳しくは空のﾌﾞﾛｸﾞに書いてある通りです。

まひるも詳しくは知らなかったんで

空のﾌﾞﾛｸﾞ読んでびっくりしたよ。

１８禁ｱｲﾄﾞﾙさん、またﾚﾝｼﾞｬｰの着替えの時

ﾊﾟﾝﾂ姿全開。しかもちょっと下ｹﾂだし気味。（笑

うん。理想や憧れはたくさんあるけど

でも自分は見失いたくないなって思います。

必殺仕事人ですよー[:ハート:]
もう毎日源太ﾁｬﾝの画像見て萌え萌えしてます[:ハート:]
源太ﾁｬﾝにお仕置きされてぇー!!!!!＞＜
ありがとうございます。

空、無事に赤ちゃん生まれまして。

無事にと言ってもいろいろ大変だったみたいですけど。

ですよねー。

携帯変えたってお知らせが来てるんだから

じゃ、いついつに飯でもって誘えばいいのにー。

鼻ﾃﾞｶﾅｯｶﾑのこと好きなのにー。（笑

ただﾁｬﾝ、ｼｬｲなんだからぁー。（笑

(*´д`)ｱﾊｧ。
章大とか丸ﾁｬﾝは絶対ﾌｰﾌｰしてくれるよね。

なんかヒナﾁｬﾝとかおつゆも飛んできそうだけど。（失礼

ｴｲﾄとたこ焼きﾊﾟｰﾁｰやりたいね[:ハート:]

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

桃ﾁｬﾝの誕生日も１月２１日???
うちのｵﾄﾝも１月２１日生まれでし。

しかも名前に章がつくんだよね。

何気章大絡み[:ハート:]
ﾄﾞ､ﾄﾞ､ﾄﾞﾗﾏですよ。

しかも時代劇ですよ[:ハート:]
源太ﾁｬﾝ、ｷﾞｻﾞｶｯｺﾖｽ[:ハート:]



ｱﾝｱﾝ綺麗に撮れてたよね???
でもあれただちゃんにやられたら死んじゃう。

金星ﾏｼﾞでいいよね。

あ。他にお勧めのｱﾙﾊﾞﾑとかあります???
ｴﾙﾚで。

紗羅ﾁｬﾝ（＠忠義）

ｴﾛ花草咲きまくりのまひるです。

うんうん。

理想や憧れはたくさんあるけど

でも自分は失いたくないなって思います。

自分自身を確立出来てる人ってｶｯｺｲｲですよね。

みずき（＠章大）

ﾎﾝﾄお腹痛いのって寝ても痛いからｲﾔだよね。

頭痛は寝たら治るのに。

忠義、必殺仕事人だねー。

もう毎日源太ﾁｬﾝの画像見て萌え萌えしてるよ。

あき（＠忠義）

(＞Д＜)ゝ”了解!しますた。
ﾌﾞﾛｸﾞ変更しておきました。

心機一転でつか???
あ。２５日はありがとねー。

なんか寒い中お付き合いくださってﾎﾝﾄにありがとうでした。

実質３列目が楽しめたようなので

ﾎﾝﾄに良かったです[:ハート:]
ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ３話って何があったんだっけ???
はじめくんがももをTVでどついたのは４話だっけ???

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

なんかﾊﾞｯｸｽﾃよりも右側よりで微妙だったけど

でもすごく楽しめた。



やっぱりｴｲﾄってすごいなって思ったよ。

ゆりえﾁｬﾝはどうだった???
楽しめた???
なんかO.A.の時は亮ﾁｬﾝのﾃﾞﾚﾃﾞﾚぶりそんなに
気にならなかったんだけどTVぴあで見たら
かんなりﾃﾞﾚﾃﾞﾚ状態だったからびっくりしたよ。

コトさん（＠忠義）

ｽｶ☆J面白いですよねー。
忠義さんの「違う、振り返って」って面白かったですよね。

まひるもﾂﾎﾞでした。

ﾎﾝﾄ髪伸びるの早いですよね。

まさにｴﾛｲからだと思います。（笑

あれはﾄﾞﾗﾏ用で伸ばしてるんですかねぇ。

まぁ、今はそうだと思うんですけど

ほとんど切らなかったからその頃から

ﾄﾞﾗﾏのお話がきていたのかどうかは不明ですけどねぇ。（笑

真優さん（＠章大）

はい。相方、無事に赤ちゃん生まれました。

ま、無事にと言ってもいろいろ大変だったみたいです。

ありがとうございます。

あ。真優さんのﾃﾝﾌﾟﾚいつもステキだなって思って見てます[:ハート:]
まひるは芸がないのであーゆう凝ったことが出来ないんですよ。



2007.03.01 Thu 愛されてるという実感。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰに途中までですけどｺﾒﾚｽやりましたので

見てちょんまげ[:てれちゃう:]
なんかどうやらかなりｺﾒﾚｽやってなかったらしく

ﾎﾝﾄに申し訳ないです[:悲しい:]
なんか先月はお腹痛かったり、うつになったり

京セラがあったりしたから

なかなか時間が作れなかったので

次からｼｬｷっとやります[:ぴかぴか:]（っていつもじゃん!!!!

あ。つか今日、本屋に行ってないからよくわからないんだけど

BiDaNに亮ﾁｬﾝ載ってる???
なんかWebから消えてしまったので
お取り置き頼もうと思ったんだけど

載ってるかわからないから確認してからにしようと思って。

明日本屋に行けたらいこ[:ハート:]
あぁぁぁぁぁあ。

こうやって雑誌に身を滅ぼされるんだわ[:悲しい:]
だいたい雑誌買ってきてすぐ読んで片付けないと次の買ってきたやつで

雑誌の山になるんだもん[:ハート:]
前は結構熟読してたんだけど

最近はｴｲﾄのとこ読むだけでいっぱいいっぱいだから

ﾁﾋﾞｯｺｼﾞｭﾆｱとか全然わかりません。

これはｦﾊﾞになった証拠ですかねぇ???（笑
ｦﾊﾞって言えば今年何気に年女なんです[:悲しい:]
猪ｾﾌﾞﾝに入れるんです[:ハート:]
あぁぁぁぁぁあ。

ｦﾊﾞﾁｬﾝだわー[:悲しい:]
まぁ、丸ﾁｬﾝとﾀﾒってことで[:パー:]
ちょっと開き直ってみますた[:ハート:]



そうそう、ｼｭｼﾞｭが韓国で言うﾄﾛｯﾄってｼﾞｬﾝﾙの音楽を

ﾒﾝﾊﾞｰ６人選抜でCD出したんですよ。
ちなみにﾄﾛｯﾄっていうのは日本の演歌に当たるらしいんですけど

演歌ってゆーか簡単に言えばｴｲﾄみたいな感じ。

もちろんﾋﾁｮﾙも歌ってるので買いました[:パー:]
あぁ。はい。相変わらずﾋﾁｮﾙ大好きですけど何か???[:パー:]
前よりは落ち着きましたけどね。

前はﾎﾝﾄ１日３回以上はﾋﾁｮﾙの写真見ないとﾀﾞﾒなぐらい

大好きだったんですけど最近は普通です[:ハート:]
それより大倉忠義熱でどうにかなりそうですけど何か???[:パー:]
先週から休みだったり仕事行ったりが

今までとちょっとﾍﾟｰｽが違ったから

曜日感覚がまったくなく[:悲しい:]
今日が木曜日だということを今認識しましたよ[:パー:]
まだﾚﾝｼﾞｬｰ見てねぇー!!!![:悲しい:]

というわけで今、ﾚﾝｼﾞｬｰを見終わりました。

何???何???
源太は誰かに愛の告白でもするのか???
気になるじゃーん[:てれちゃう:]
ただﾁｬﾝ、教えて[:ハート:]
うーわっ。

絶対仕事人見て萌え[:ハート:]萌え[:ハート:]すると思うわ。
ｶﾞﾝ見してやる[:ラブラブ:]
なんかみんなﾄﾞｰﾑのこと満載に書いてて

あぁ。それだけｴｲﾄにとっても大切なﾗｲﾌﾞだったんだなって

思って改めて感動しました[:悲しい:]
最初行くの迷ったんです。

仕事も休み取れるかわからなかったし。

でもｴｲﾄが今まですごく目標のひとつにしてたﾗｲﾌﾞだと思ったので

行くことを決めました。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに行ってよかったです[:ハート:]
まひるも章大みたいに頭の中がﾊﾟｰﾝってはじけてしまって

自分がﾄﾞｰﾑで見たってゆー感覚がまったくなくて。

終わったら頭の中が真っ白で。



あぁ。終わったんだ。って思ったら涙出てきて[:悲しい:]
途中途中何度も涙して

とにかくすごく良いﾗｲﾌﾞでした。

eighterで良かった。
すごく愛されてるんだなって感じることの出来るﾗｲﾌﾞでした[:ハート:]

ありがとうございました[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽの続きは近いうちにやりますねーん。
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2007.03.02 Fri ★ｺﾒﾚｽ★

ｺﾒﾚｽの続きやりますのーん[:ハート:]
ﾎﾝﾄお待たせしちゃっててｺﾞﾒﾝなさい。

励みになりますのでお気軽にｺﾒﾝﾄください。

ﾒｰﾙもｼﾞｬｶｼﾞｬｶお待ちしてます[:ハート:]
では、ｺﾒﾚｽ!!!!!

ｺﾒﾚｽ

cocomiさん（＠忠義）
ななﾁｬﾝ（＠忠義）

めみさん

みおり（＠忠義）

ゆいさん（＠忠義）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

智海さん（＠忠義）

はぐﾁｬﾝ（＠忠義）

結希（＠すばる）

なつみ（＠忠義）

なみさん

みずき（＠章大）

あすぴぃ（＠忠義）

クラリスさん

和子（＠忠義）

裕美さん

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。 cocomiさん（＠忠義）
こんにちﾜﾝﾂｰ。
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２５日に行ってきました[:ハート:]
cocomiさんはお子さんをﾌﾞﾙｰﾚﾝｼﾞｬｰに変身させたんですか???
わー。絶対可愛かったに違いないですね。

見たかったです。

娘さんは章大が好きなんですか???

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

結局半分ぐらいｽｸﾘｰﾝ見てましたね。（笑

だって友達に双眼鏡借りて入ったんだけど

双眼鏡覗いてるとｽｸﾘｰﾝに誰か写ったりして

ｷｬｰって歓声がおきたりするから

結局ｽｸﾘｰﾝも見ないとって感じで

1人でｱﾀﾌﾀしてました。
ｱﾊﾊ。昔のｶﾒﾗ並みに大きい双眼鏡よく見えそうですね。

持っていきました???
ｶﾚﾝﾀﾞｰすごく良かったよね[:ハート:]
でも贅沢言えば今のｶﾚﾝﾀﾞｰみたく

壁掛けに出来るやつの方が良かったかなぁ。

でも写真はすごく良かった。

すごろくも可愛いし[:ハート:]

めみさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

めみさんは大阪住みですか???
うらやましいですぅー。

あ。ありがとうございます。

仲良くなってぜひいつかお会いしたいですね[:ハート:]

みおり（＠忠義）

え???先週Mｽﾃでﾀﾓさんが妄想族ですからって
言ってたからこりゃ会長だなと思って。（笑

みおりのﾌﾞﾛｸﾞでﾚﾝｼﾞｬｰのつなぎ見たよ。

友達とかもみおりのつなぎ楽しみにしてたので



次回はぜひ会おうね[:ハート:]
あと人形もすごい可愛くて見てみたかったし。（笑

ここ数日でみおりのｷｬﾗが思ってた感じと

違うんだなぁって思いました。

なんかおとなしい感じの人かなぁって思ってたから

すごい元気な子でびっくりしました。（笑

ﾃﾝｼｮﾝ高い子大歓迎なので[:ぴかぴか:]
初夜行ﾊﾞｽはどうだった???（しょやいきばすじゃないよ。
東京からの夜行ﾊﾞｽって足が伸ばせないやつじゃなかった???
まひるは行きは必ず眠れないから

帰りに爆睡してるよ。

あ。でもみおりは帰りは新幹線だったんだよね???
席はﾊﾞｯｸｽﾃよりもちょい右寄りだったよ。

みおり、電話くれた時めっちゃ面白かったわー。

ﾃﾝｼｮﾝ上がりまくってて。（笑

また次の機会にぜひ!!!!!
いやいや、まひるなんて全然すごくないよー。

うん。ｴｲﾄの活動の場が広がるように小さなことでも

何かしら行動を起こすのが大事なことじゃないかなぁ。

みおりは全然未熟者なんかじゃないよ。うん。

ゆいさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。いつもﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってるんですか???
ありがとうございます。

素直に嬉しいです[:ハート:]
はい。今はすっかり元気です。

心配させてしまってﾎﾝﾄ申し訳ないです[:悲しい:]
これからもぜひﾖﾛｼｸお願いします。

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

２５日はありがとうでした[:ハート:]
しかも段取り悪くて申し訳ない[:悲しい:]
初めて行く場所だったから待ち合わせ場所も決められなくて



[:携帯:]もつながらないし、
お店はいっぱいだし、寒いし。（笑

次はぜひお茶したいなぁ。

今回あんまりナナ美ﾁｬﾝと絡めなかったから寂しかったんです[:ポロリ:]
次のﾂｱｰの時、ちゃんとお茶出来たらいいね。

楽しみにしてまーす[:ハート:]
そしてﾌﾞﾛｸﾞお疲れ様でした。

また再開する時はこっそり教えてください。（笑

智海さん（＠忠義）

すっかり元気でございます。

最近自分の中でただﾁｬﾝと呼ぶのがﾏｲﾌﾞｰﾑなんです[:ハート:]
なのでただﾁｬﾝとかただﾁｬﾝとかただﾁｬﾝとか言いまくりですけどね[:パー:]
ﾎﾝﾄ２５日はありがとう[:ハート:]
いやいや、全然。（笑

いつでも暴走しちゃってー!!!!（笑
うん。またみんなで会ってゆっくりお話したいね。

楽しみにしてます[:ハート:]

はぐﾁｬﾝ（＠忠義）

お久しぶりですぅー。

時夫の回し蹴りﾏｼﾞかっこよかったですよね。

すっごいｻﾏになってて良かったと思います。

やっぱり冬ﾄﾞﾗのおかげでしょうか。（笑

一平と時夫の絡み面白いですよね。

もう時夫が可愛くて仕方がないです[:てれちゃう:]
ありがとうございます。

京セラ楽しんできました。

ろくろくﾚﾎﾟも書けずにすみません[:汗:]

結希（＠すばる）

結希も京セラ前落ちてたんだ???
なんかでもﾌﾞﾛｸﾞやってると早く元気にならなくちゃとか

みんなの励ましとかで結構すぐ元気に



なれたりして自分って単純だなって思ってみたりして。（笑

そ、まひるもそうだよ。

文字見るのも鬱陶しい時もあるけど

ちょっと元気になると[:携帯:]から自分のﾌﾞﾛｸﾞ読んで
自分の言葉に励まされたり

ﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってる方のｺﾒﾝﾄに励まされたりで

結構元気になれる。

だからﾎﾝﾄよっぽどのことがない限り[:パソコン:]に向かってるしね。（笑
結希も２５日の１部に入ってたんだ???
今度機会があったらぜひ会いたいです[:ハート:]
たちょのちょんまげは癒されたわー。（笑

なつみ（＠忠義）

おかげさまで復活しました[:拍手:]
行かなくても勝手に脳内ﾗｲﾌﾞとか起きちゃうよね。（笑

またなつみもｴｲﾄに会えるね[:ハート:]
うんうん。

時夫めちゃめちゃｶﾜﾕｽだよね[:ハート:]
ますますヨコのことが大好きになったよなぁ。

昨日も面白かったし。

やっぱり一平と時夫の絡みは最高です[:ハート:]

なみさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

いつもﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってるんですか???
ありがとうございます。

嬉しいです[:ハート:]
京セラｺﾝ最高でしたよね。

全然会場の広さを感じさせない演出と

ｴｲﾄの頑張りに胸が熱くなりました。

これからも最高で最強の関ｼﾞｬﾆ∞を応援していきましょうね。

みずき（＠章大）



楽しみにしてくれてたのに感想書けてなくてｺﾞﾒﾝね[:ポロリ:]
なんかﾎﾝﾄ頭の中がはじけてしまって

真っ白になってしまったんだよね。

今までそんなことってなかったんだけどね。（笑

なんか今回はﾎﾝﾄ頭の中真っ白になっちゃったもん。

あすぴぃ（＠忠義）

京セラお疲れ様でした[:ハート:]
ﾎﾝﾄあれは絶対DVDに残すべきだと思うよ。
そだね。次のﾂｱｰのためにも働きｱﾘにならないとﾀﾞﾒだね。

まひるも仕事頑張るよ。

なんか次の目標が出来て仕事もやる気が出てきた。（笑

お互い頑張ろうね。

クラリスさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

京セラ、ﾎﾝﾄに良かったですよね。

なんかそんなに褒められちゃうと照れちゃいますね。（笑

そうですよね。

∞をｶﾞｯｶﾘさせない間違いないeighterになるために努力を
惜しまずに頑張りたいですね。

あ。１年もﾌﾞﾛｸﾞ見てくださってたんですか???
ありがとうございます[:ハート:]
すごく嬉しいです。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

和子（＠忠義）

京セラ行けなくて残念だったね[:ポロリ:]
そっか。全国ﾂｱｰも行けないかもしれないんだ???
でもその間にｴｲﾄも和子も成長して

次にｴｲﾄを見た時にきっと何か見つけられると思うんだ。

だからそれまでお互い頑張ろうね。

もちろんこれからもﾖﾛｼｸね。



前のたちょの方が良いというならﾌｧﾝやってる意味あるのか???
とか思っちゃった。

人間常に成長してるんだもん。

成長のない人は生きてる価値ないでしょ???
どんな忠義でも忠義は忠義だと思うよ。

まひるも。

裕美さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｶﾚﾝﾀﾞｰ、見ました???
今回のｶﾚﾝﾀﾞｰも相当ﾔﾊﾞｽですよね。

なんかﾎﾝﾄ毎年ｶﾚﾝﾀﾞｰが楽しみになりました。

いろんな表情、ｽﾀｲﾙのｴｲﾄが見れて。

なんか今年はﾒﾝﾊﾞｰの意見がかなり取り入れられてるようなので

めくるのが楽しみです。

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

１月２１日に誰か身内の赤ちゃんが生まれたの???
桃ﾁｬﾝはﾀﾞｳﾞｨﾝﾁと一緒なんだ???
なんか偉い人と誕生日一緒だと自慢できるけど

まひるはあんまり誰かと誕生日が一緒ってことがなくて。

誰と一緒なんだろ???（笑
うん。ｵﾄﾝは名前に章の字がつくよ。

忠義の字は女の子にはつかないよねー。

なんか男っぽくて好きなんだけどなぁ。

ﾃｽﾄお疲れ様です。

まひるは塾とかも行ってなくて普通に学校で勉強するぐらいで

たまに家で勉強ちょっとやって

それでわりと成績良かったですねぇ。

今は全然ﾀﾞﾒだけど。（苦笑

あ。曲送ってくれるの???
じゃ、遠慮なくお願いします。



ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

まひるもだいぶ頭の中が溶けてましたね。

とゆーかはじけてしまったとゆーか。（笑

今回ヒナﾁｬﾝの色紙がまひるのすぐ斜め前の足元に

落ちたんですよ。

なのにあまりにも反応が鈍すぎて取れませんでした。（逝け

ただﾁｬﾝだったら必死だったのになぁ。（笑

（↑村ネ申に失礼。



2007.03.02 Fri ｾｸｼｰ大倉。ﾀﾞﾝﾃﾞｨｰ???だ、誰???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽの続きやりましたぁぁぁぁ。

見てちょんまげ[:ハート:]
胃が荒れてるせいか口角右端がｷﾚていて

左側が腫れていてどうにもならないまひるです[:悲しい:]
まぁ、救いなのは京セラ後だってことですかねぇ。（笑

あ。そういえば昨日の「拝啓、二宮父」面白かった。

何がってｼｬｸﾊﾝさんが。（笑

でも一平もﾀﾞﾒだよねぇ。

ﾄﾞﾀｷｬﾝして何も言わず時夫を代役にさせちゃ。

時夫が可愛そうじゃん。

もう時夫が可愛くてたまらないんです[:ハート:]
やっぱ、ヨコお芝居うまいなぁ。

坊主のヨコも可愛いけどやっぱり坊主じゃないヨコが

むっちゃｶｯｺﾖｽ[:ハート:]
早く髪の毛伸びたヨコが見たいよー。

あ。BiDaN買った!!!!!
昨日の夜にWeb見たら載ってたから今日、早速買ってきた。
なんか今回は特にﾀｲﾄﾙとかついてないんだね。（笑

しかもQも載ってたし。
ﾖﾃﾞｨｰがｶｯｺｲｲよー!!!!![:ハート:]
実はひっそりこっそりﾖﾃﾞｨｰが好きでした。（笑

ちょっと太った時期があるじゃない???
あれでちょっとね。（笑

ちなみに亮ﾁｬﾝのは左側のTｼｬﾂ着てる写真が良かった[:ハート:]
亮ﾁｬﾝは切なげな表情やらせたら天下一品だよね[:チョキ:]
ｶｯｺﾖｽ[:ハート:]
あ。今日はあき（＠忠義）からｾｸｽｨｰただﾁｬﾝの画像を



もらいました[:チョキ:]
もう何???大倉忠義２１歳色気ﾑﾝﾑﾝでﾑｶつくんですけど[:パー:]
休憩中に見てたら本気で鼻血出たし[:パー:]
最近鼻血が出やすいんだって[:パー:]
ｵｲﾗは思春期の中学生か???[:パー:]
欲求不満ですか???お嬢さん[:パー:]
ただﾁｬﾝ専用抱き枕になりたいだけですけど何か???[:パー:]
そりゃただﾁｬﾝは世のﾏﾀﾞﾑﾔﾝを手玉に取るような人ですからねぇ。

（↑ﾔﾝって何???ﾔﾝって。
お姉さま方を魅了してやまない年下ｵﾑですし[:ハート:]
ま、そこにまんまとﾊﾏったまひるやんですけども[:パー:]
そんな年下ｵﾑになる前から好きだったんですけどねぇ[:揺れるハート:]
でもそんな要素を持ってたことは確かですし[:パー:]
忠義もｾﾐﾇｰﾄﾞとかやらないのかなぁ???[:ラブ:]（←期待
でも女のﾓﾃﾞﾙさんとの絡みなしでやって欲しいんですけど[:パー:]
あぁぁぁぁぁあ。

でも実はひっそりこっそり見てみたかったりする[:ラブ:]
まだ２１歳じゃ早いか。

ふふふふーん。

じゃ、もう数年して色気が更にﾑﾝﾑﾝになったら[:てれちゃう:]
また鼻血出ちゃうじゃん[:ラブラブ:]

つーかふと思ったのですよ。

まひる、慶ﾁｬﾝの踊ってるとこ見たことがない[:悲しい:]
ｼｹﾞたんのﾍﾀﾚﾀﾞﾝｻｰ姿は見たことあるけど[:パー:]
NEWSが歌ってるとたぶんね、山下智久。
略して山久と亮ﾁｬﾝを見てるのね。

確実に[:パー:]
でね、ｼｹﾞたんも顔しか見てないのね。（笑

慶ﾁｬﾝに至っては顔さえおぼろげとゆーか[:パー:]（最悪
でね、ﾔｰ?とか少ｸﾗで司会してるのはたまに見るのよ。
慶ﾁｬﾝ＝司会という図式が成り立ってるらしい。

なので相変わらずNEWSﾒﾝの声の区別がつきません。（ﾁｰﾝ
亮ﾁｬﾝと山久とｼｹﾞたんしかわかりません[:パー:]
つーか自分の興味ある人しかわかんねーんじゃん。（ﾁｰﾝ



あ。４月１１日だっけ???
KAT-TUNのﾄﾞｰﾑｺﾝのDVD発売になるの。
もう新星堂では予約受け付けてるらしいです。

買わねば!!!!!（出た。盲目ｦﾀ。
つーか何気にｴｲﾄのｼﾝｸﾞﾙ発売とかぶってますけど何か???[:パー:]
[:お金:]ねーっっ!!!!
あぁ。もう必死こいて働いちゃる[:ぴかぴか:]

P.S.亮ﾁｬﾝが言ってたｶｰﾄ·ｺﾊﾞｰﾝってまひるの大好きな
ﾆﾙｳﾞｧｰﾅのｷﾞﾀｰ＆ﾎﾞｰｶﾙです。

もう亡くなっちゃったんだけどね。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.03.03 Sat 理想の男。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

Webから忠義の写真が届いてｳﾊｳﾊなまひるです[:ハート:]
ﾔﾊﾞｲ。

ただﾁｬﾝがかっこよすぎゆ[:ハート:]
なんでこんなにｶｯｺｲｲんだろ???
まひるのｼﾞｬﾆｰｽﾞでの顔のﾄﾞﾝﾋﾟｼｬは

斗真と森田剛くんだと思ってたけど

忠義も入りそう[:揺れるハート:]
もう今日の写真なんてめまい起こしそうだったもん[:ラブ:]
あぁ。絶対まひる、ただﾁｬﾝよりｽﾃｷな彼氏なんて

見つけられそうにないんですけど[:パー:][:悲しい:]
大好きすぎゆ[:ハート:]
ある意味、忠義を恨むね。

こんなｶｯｺｲｲ人見ちゃったら

目が肥えちゃって良いと思える人なんて

見つけられないよー[:悲しい:]
まひるね、今まで自担って顔で決めたことがないのね。

和み系の人を見つけるとふらふら〜っと吸い寄せられてたから。

それで忠義に吸い寄せられていたんだけど

今の忠義は顔もﾓﾛﾀｲﾌﾟなんですけど[:パー:]
忠義のすべてがﾄﾞﾝﾋﾟｼｬすぎて怖い。((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
まさにすべてが理想的なのですよ[:ハート:]
あとは付き合ってみなくちゃわからないけど

今のとこすっごい理想的[:てれちゃう:]
死にかかってますけど何か???[:パー:]

あぁぁぁぁぁあ。

ただﾁｬﾝ[:ハート:]（←重症



皮膚科の薬が余ってたので

唇に塗り塗りしたら今日はだいぶいいです[:ぴかぴか:]
もうそんなﾘｯﾌﾟｸﾘｰﾑなんてゆーあまっちょろいものは

効きやしないもん[:悲しい:]
皮膚科のﾃｯｶﾃｶの薬を塗り塗りですよ。

天ぷら何個食べました???ってぐらいﾃｯｶﾃｶです[:ぴかぴか:]

最近ね、Mｽﾃの後にやってる「わるいやつら」ってゆー
ﾄﾞﾗﾏにﾊﾏってるのです[:パー:]
米倉涼子があんまり好きじゃなかったので

最初の方とか全然見てないんだけど

たまたま見たらﾊﾏっちゃってここ４週ぐらい

見てるかな。

ﾏｼﾞ今週はｽｶｰっとした。

今まで悪いことしまくってた上川隆也が

米倉涼子の仕返しによって

いよいよ警察に捕まったのね。

ﾏｼﾞね、ﾄﾞｷﾄﾞｷの展開だったよ[:ラブ:]

TV LIFEの源太ﾁｬﾝｽﾏｲﾙに萌え[:ハート:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅ。



2007.03.05 Mon ｸﾀｸﾀのﾖﾚﾖﾚ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

相ﾘﾝしてたナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）が

新しくﾌﾞﾛｸﾞを始めました[:拍手:]
ﾘﾝｸを貼りなおしておいたので

飛んじゃってー!!!!
以上、まひるからのお知らせでした[:ぴかぴか:]

つーか疲れたでし[:悲しい:]
昨日も疲れてたのでﾌﾞﾛｸﾞも書かずに寝てもうた[:悲しい:]
ﾏｼﾞ、今日全然起きれなくてﾔﾊﾞかった[:悲しい:]
死にかかってますけど何か???[:パー:]
この２日間、忠義のことを考えられないぐらい

疲れていて

まひるの癒しなのに!!!!!とか思ってみたり。

とりあえず疲れたので寝ます。

全然書いてなくてｺﾞﾒﾝなさい。

明日頑張って書きます[:ぴかぴか:]
もし夜眠れなかったらまたﾌﾞﾛｸﾞ書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.03.07 Wed ｿｯｸ。（ｼｮｯｸ）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

最近お疲れﾓｰﾄﾞの大倉担まひるですけどもー。

なんか疲れているだけなのかうつなのかも

よくわからないｱﾌｫですけども[:パー:]
でもﾃﾝｼｮﾝが低いのは確かです[:パー:]
しかも日曜日ぐらいから。

なんか全然ﾌﾞﾛｸﾞ書く気も起きなくて

昨日もお休みだったのにずっとﾍﾞｯﾄﾞの中で[:パー:]
いつもなら[:テレビジョン:]見ながらﾜﾁｬﾜﾁｬとわめいて
いるはずなのに一言も喋らず。

仕事の時は全然普通なんだけどね。

ﾃﾝｼｮﾝも低くないし。

[:家:]にいるとﾃﾝｼｮﾝ低いんだよねー[:悲しい:]
今日、通院日だったから診察してもらえばよかったかなぁ。

薬もらってｽｲｽｲ帰ってきちゃったよ[:たらーっ:]
ｱﾊﾊｧｧﾝ。

あぁぁぁぁぁあ。

なんかやっぱりうつな気がする[:悲しい:]
やっぱり春先ってうつになりやすいみたいです[:悲しい:]
でも「恋焼け」の亮ﾁｬﾝｿﾛﾊﾟｰﾄを聴いてﾆﾔﾆﾔするあたしは

うつの前にｦﾀなのである[:パー:]
NEWSと言えば昨日うたばん収録でしたね[:ハート:]
いいなぁ[:ハート:]
ｴｲﾄもそろそろうたばんに出たいんですけど[:パー:]
あぁ。出たいんですけどってあたしはｴｲﾄﾒﾝじゃなかった[:悲しい:]
出て欲しいんですけどだった[:パー:]

「ずんどこ男節」で。(笑



あ。違った。

「ｽﾞｯｺｹ男道」ね。

そりゃ氷川きよしもびっくりさ[:パー:]

あ。島谷ひとみの新曲が全然ROCKじゃないと思う
あたしは何???
あの人演歌歌ってた方がいいよ。

歌い方が演歌だもん。

しかも今、島谷ひとみの名前を思い出すのに

１０分かかりました[:パー:]（逝け
もしくは懐メロを歌うことをお勧めします[:パー:]
何気、島谷ひとみのﾐｰﾊｰぶりにドン引きなあたくし[:パー:]
しかも大塚愛の「ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ」の振り付けが

南流石さんだと知りやっぱり的な。（笑

あんな振り付けするの南流石さんかﾗｯｷｰ池田さんしか

いないと思ってますが何か???[:パー:]
ちなみに南流石さんはJAGATARAのｺｰﾗｽなんですよー[:ハート:]
なのでまひるにとってはすごく馴染み深いです[:ハート:]

と、ここまで書いてｴｲﾄの話を全くしてないことに気づき。

ｦﾀ誌も今日まだ買ってないし[:悲しい:]
ただﾁｬﾝ不足で倒れそうです。

まひるのただﾁｬﾝ不足＝栄養失調ですから[:パー:]
確かに昨日ｽｶ☆J見ましたけど
吉川ひなのが案外普通の大人になってることに驚き。（笑

なんかもっとｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞのﾛﾘﾛﾘだったじゃん[:パー:]
なんかただﾁｬﾝよりもそっちの方に衝撃が。（笑

あぁ。ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.03.08 Thu たつよっさん。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

やっぱりうつな大倉担まひるですけどもー。

とりあえずさっき起きて薬飲んだ。

まひる、うつの薬夜の分しかもらってないから

以前の残ったやつを飲んだ。

昨日もそれでちょっと復活したし[:ハート:]

つーか昨日のハケンの品格に斉藤祥太くんが出ました。

基本的に祥太ってちょっと常識ない子の役が多いよね。

やっぱり慶太ﾌﾟﾘｰｽﾞ[:ハート:]
あぁーぁぁあ。録画すればよかった[:悲しい:]
最近ｲｹﾒﾝｻｲﾄ（ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾎﾞｰｲだっけ???）解約したから
わかんねー[:悲しい:]

今日はもうお布団の中に入ろうかなぁとか思ってますけど何か???[:パー:]
何もﾌﾞﾛｸﾞ書いてませんねー[:悲しい:]
だって全然集中力ないんですもん[:パー:]

とりあえず今日ｺﾒﾝﾄくれた名無しさんにだけ

ｺﾒﾚｽして寝ますわー。

また夜書けたら書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽ

今日ｺﾒﾝﾄくれた名無しさん 名無しさん
たつよしってゆーのは忠義さんのあだ名です。

最近も呼んでるのかどうかはわかりませんが

あのﾌﾞﾛｸﾞを書いた当時は

ヒナﾁｬﾝと丸ﾁｬﾝがつけたあだ名で

よくたつよしってﾌｧﾝの間でも呼ばれてましたよ。

Heat Up！のﾔｼﾞﾙｼでもたつよしって歌われてますよ。



2007.03.09 Fri 一平くんは鉄のﾊﾟﾝﾂをはくように。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、食わず嫌いを見てたら

ﾀｶさんがニノﾁｬﾝ、べた褒めだったんだけど

何やらヨコのお芝居もすごく評判がいいと聞いたらしく

それをニノに言うと

ニノの口から横山裕の名前出てました[:ハート:]
ﾀｶさん、「拝啓、父上様」をDVDに焼いてもらったらしいので
ヨコのお芝居を見ることになるわけで。

そんなとこを踏まえてｴｲﾄもうたばんに出れたらいいなぁ

なんて思ってます[:ハート:]
中居くんとの絡みも久々に見たいし、

ﾀｶさんとの絡みも見てみたい[:ハート:]
あとHEY?も面白いからぜひに!!!!!
つーか昨日の「拝啓、父上様」のニノﾁｬﾝ、衝撃的!!!!!
無理やりﾔﾗれそうになってましたけど[:パー:]
一平もびっくりかと思いますが

二宮和也的にもびっくりみたいな[:パー:]
一平ﾁｬﾝﾋﾟﾝﾁでしたね[:冷や汗:]
なんかしかも頭の中でまだ時夫の回し蹴りが

ﾘﾌﾟﾚｲ出来るんですけど[:パー:]
しつこいですか???[:パー:]

しかも「ずんどこ男節」じゃなかった

「ｽﾞｯｺｹ男道」まだ聴いてないんですよー[:悲しい:]
ｺﾞｿｺﾞｿ。

ちなみに今聴いてます[:ハート:]（笑
何気にせこく録音して寝たんですね[:眠たい:]
なんかこの曲、ｳﾙﾌﾙｽﾞっぽい。

特にｻﾋﾞの部分。

また後でゆっくり聴きたいと思います[:ハート:]



あ。相変わらずうつです。

なんかしばらくﾌﾞﾛｸﾞお休みしようかなぁなんて

思ってます。

しばらくって言っても全然いつごろとか予定も

決めてないので

明日には復活するかもしれないしって感じで

とりあえずうつが治まるまではのんびり

しようかなって。

ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。

うつの状態で書いても面白いこと何も書けないしね[:悲しい:]
じゃ、そんなわけでしばしお待ちを。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.03.12 Mon 険しい道を抜けた時の月明かり。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

復活したどー!!!!（笑
すいません。

仕事でﾊﾞﾀﾊﾞﾀしてたら安定してきたんで

復活しちゃいます[:ハート:]
はえーよ!!!!とか言わないでね[:ハート:]（笑

今ねﾐｭｰｼﾞｯｸﾗｳﾞｧｰｽﾞを見てたのね。

今日はﾐｽﾁﾙ。

まひるのﾐｽﾁﾙとの出会いは１５年前になります。

当時ﾗｲﾌﾞ友達だった６ｺ上の友達がﾃﾞﾋﾞｭｰ前から

ﾐｽﾁﾙ好きでそれでﾃﾞﾋﾞｭｰｱﾙﾊﾞﾑのｻﾝﾌﾟﾙＣＤを友達が送ってくれたのね。

それには「Everything」とﾐｽﾁﾙのちょっとしたﾄｰｸの
入ったＣＤでそれでﾃﾞﾋﾞｭｰ前のﾐｽﾁﾙを知ったのが最初。

それから一時期ﾐｽﾁﾙを封印してた時期も

あるんだけど今でも好きだなぁ。

まひるの音楽道は結構ﾏﾆｱｯｸなんですよ。

すごく昔からﾋﾟﾛｳｽﾞとかも好きで

中学生の時いつも行ってるＣＤｼｮｯﾌﾟにお忍びで

ﾎﾞｰｶﾙの山中さわおさんが来るって知って

会いに行ってお店の人がﾎﾟｽﾀｰくれたから

それにｻｲﾝしてもらった。

なんかお店の人は別にﾋﾟﾛｳｽﾞに興味なかったみたいだけど

まひるから言ったら何言っちゃってるんですか???
天下の山中さわおですよ[:パー:]って思ってた。
ｳﾙﾌﾙｽﾞを知ったのもそんな頃だった。

まだ小学生だったのかな???
まだ大阪でｳﾙﾌﾙｽﾞが活動しててﾃﾞﾋﾞｭｰもなんも決まってない頃に

新宿ﾛﾌﾄで見たのが最初だった。

なのでﾍﾞｰｽのｼﾞｮﾝ·B・ﾁｮｯﾊﾟｰが
元々はﾌﾞﾗｯｸ田ﾖﾝﾋﾟﾙってゆー名前だったことも知ってる。（笑



ﾏﾆｱｯｸな話でｺﾞﾒﾝなさい。

ｼｬ乱Qも同時期から知ってる。
なので音楽にはすごくすごく思い出とゆーか

気持ちがすごく残ってる。

その時その時の思いとかたくさん。

あ。それでさっき平山あやさんがﾐｽﾁﾙは１３年前から好きですって

言ってたけどCROSS ROADを聴いてﾌｧﾝに
なったって言ってたけどその曲でﾌﾞﾚｲｸしたので

今更自慢げに言うことではないとｵﾓｰ。（毒吐きました

とにかく今日の番組は良かったです[:ハート:]
でもKDDIのCM入りすぎ[:パー:]
軽くｳｻﾞｽ[:パー:]

今日はねぇ、仕事２人しかいなくて大変だった。

しかもまひるの方が下っ端だし[:悲しい:]
基本的に３人か４人いないと店はまわらないんだけど

無理くりまわしてた[:悲しい:]
死ねぃ!!!!って思ってた。（笑
そ、そ。店長が異動になったんですよ。

それで今日の１５時に引越し業者がくるってゆーのに

１２時頃に店長から「財布なくした」の電話。

今日の引越しのお金としばらくの異動先での

生活費とｶｰﾄﾞが入っていたらしく

ﾁｮｰﾃﾝﾊﾟって店にきて先輩にお金借りて

引っ越していきました。

店長とは最初すごくなじめなくて

罵倒されたりもして仕事やめようかと思ったことも

あったけど今は店長に感謝してる。

でもあとあと店長にもしかして褒められて伸びるﾀｲﾌﾟ???って
聞かれたけどね。（笑

そうなんです。

罵倒されればされる程ﾐｽが多くなるんです[:悲しい:]
なんか罵倒されたりすると悔しいって気持ちも

あって頑張らなきゃって思うんだけど

萎縮しちゃうんだよね[:悲しい:]



ｴｲﾄﾒﾝだってきっとたくさん罵倒されたこともあったんだろうなぁって

思う。

でも人間褒められるだけじゃﾀﾞﾒなんだって思う。

時には怒られののしられ大きく成長していくんだと思う。

その中から何か見出すことが出来て

成長していくんじゃないかなぁ。

これからもそうであって欲しいし、

怒られ、褒められ人は成長していくんだと思う[:ぴかぴか:]
何かしら生きていればﾊﾌﾟﾆﾝｸﾞや人との揉め事なんかも

たくさんあると思う。

その中から反省し、勉強し、成長していく。

まひるもそうでありたいと思う。

だから時にはつまづくこともあると思うけど

それはまひるに与えられた試練だと思う。

だから乗り越えていきたいと思う。

そりゃ時には大ﾀﾞﾒｰｼﾞくらって立ち直れないぐらい

凹むこともあるけど

それでも今まで乗り越えてきたし、

これからもやっていけると思う。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.03.12 Mon 大倉忠義という電池。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

何気今日２回目の大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ変えてみた。

前のやつも気に入ってたんだけど

何気春だしとか思ってる浮かれﾎﾟﾝﾁ的なﾘﾇです[:パー:]
しかも夜中から始めて４時ぐらいに終わって

起きたの８時ですから[:パー:]
ちなみに今日は仕事休みでも何でもありません[:パー:]
出勤前に時間があるのでﾌﾞﾛｸﾞ更新〜[:ハート:]
ちなみに１２時出勤の時はいつもこの時間寝ているのよーん[:眠たい:]
どんだけ???

つーか今日も風強いですなぁ[:強風:]
昨日とかめっちゃ寒くて凍った[:悲しい:]
最近毎日風強くない???
雨、風はﾊﾞｲｸの敵ですからね[:パー:]
よくあたし、風邪ひかねーなと思うわ。

忠義が今ｼｰｽﾞﾝ何度か風邪に見舞われてる間、

まひるたんは裏切り者かのように元気ですけど何か???[:パー:]
忠義、ｺﾞﾒﾝね[:たらーっ:]
もしまた風邪ひいたらまひるにうつしてくれていいからね[:ハート:]
口うつしで[:パー:]（逝け
接吻ですか???[:キスマーク:]
うーわ。接吻と言う言葉に萌え[:ハート:]

さっき夢見たんですよ。

なんか買い物に行った夢ですっごい可愛いﾄﾚｰﾅｰがあって

欲しかったんだけど

２万円ぐらいしてそこで目は覚めてなかったんだけど

現実に戻ったね。

あ。これ買ったらｴｲﾄｺﾝがーっっっ!!!!![:たらーっ:]（笑



夢の中までｴｲﾄｺﾝの心配ですか???[:パー:]
軽くうなされてたもん[:悲しい:]
うー。うー。

P.S.まひるたん、ﾄﾚｰﾅｰは２着しか持っていません。
しかも１着はﾊﾟｼﾞｬﾏと化してますけど何か???[:パー:]

あぁぁぁぁぁぁあ。

完璧電池切れのようです[:悲しい:]
大倉忠義を充電しないとﾀﾞﾒみたいです[:てれちゃう:]
帰ってきたら雑誌漁ろう。

つーかまだ買ってないｦﾀ誌が欲しいよー[:悲しい:]

あ。じゃ、仕事行ってくる。

また帰ってきてから[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.03.12 Mon あたしはあたしのやり方で。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

何気今日３回目だったりすゆ。（笑

なんか忠義に依存してるわけじゃないけど

でも忠義に救われてる部分たくさんあるんだなぁって思う。

今もうつがひどくなったりしないのも

忠義のおかげだと思ってるし

すごく気持ち的にﾗｸでいられる。

そりゃ、忠義を好きでいてつらいこともたくさんあるよ。

すごくすごく遠くの存在で

まひるの声なんて届かない場所にいる人。

でもそれでも常に自分の声は発していたいと思うし、

常に忠義に何かを伝えられたらって思う。

依存だけはしたくないんだよね。

依存するとそれが崩れた時に大きなﾀﾞﾒｰｼﾞ受けるし、

重たいでしょ???
まひるにとっても忠義にとっても。

だから依存はしたくない。

でもお互い支えあえる関係でいたいと思う。

最近暴走してる友達がいて

すごくすごく大好きでしかもそれは大好きな人の特別な日で。

会いたいって思うのは当然だと思う。

でもﾏﾅｰを守ってからこそﾎﾝﾄに好きって言えるんじゃないかって

思った。

家の前で待ったりして自分は寒い中頑張ったってゆー

変な達成感なんていらないでしょ???
家の前で待って寒い中これだけ待ったんだからとか

あたしはこれだけ好きなんだからとか

考え方が間違ってると思う。

ﾏﾅｰ違反までして会えてそれでまっすぐな目で

好きな人のこと見れる???
まひるは後ろめたいと思う。

自分さえ会えたら満足???



それはﾎﾝﾄただのエゴだと思うよ。

そんな人じゃないと思ってた。

なんか今までの彼女の築き上げた想いが崩れたような

あたしは気がした。

あたしはﾏﾅｰの中で応援したいなって思う。

それで特別な日に会えなくても。

今までだってそうやってきたし、

これからもそうやって応援していくと思う。

その子の気持ちもわかるよ。

自分の存在に気づいて欲しいってまひるも思うもん。

だからってﾏﾅｰ違反をしてまで気づいて欲しいわけじゃない。

忠義のことまっすぐな目で見られなくなるのはｲﾔだから。

まひるの想いが汚されたものになりたくないから。

なんてそれほどたいしたものでもないんですが

でも自分の中では忠義への想いはﾋﾟｶﾋﾟｶの宝物だから。

まひるだってﾎﾟﾘｼｰ持って忠義のこと応援してるし。

忠義に会えなくて相方にあたったこともあった。

今思えばﾎﾝﾄ悪いことしたなって思うけど

その時はﾎﾝﾄに悔しかった。

たくさんの悔しい思い、嬉しい気持ち

そのひとつひとつが思い出だから。

悔しい思いをしてきたからこそ嬉しさも倍増するものだと思うし。

だからあたしはそれでいいと思う。

これからもあたしはあたしの応援の仕方で

頑張るつもり。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.03.15 Thu 図星。

おはよー[:おてんき:]
大倉担まひるですけどもー。

いやー。２日間の放置すみません[:汗:]
とにかく肩こりがひどくて頭痛までしてて

[:パソコン:]なんて滅相もないって感じで[:パー:]
そんなわけでかなり早く寝てました[:眠たい:]
おかげさまでﾐｯﾁｰ見忘れたんですけどね[:悲しい:]
ﾐｯﾁｰ見たかったなぁ[:悲しい:]
何気にｽｶ☆Jとハケンの品格は見ました[:ハート:]
ほっしゃんめちゃめちゃ面白かった。

やっぱり芸人さんと絡むと面白いなぁ。

ただ男性ｹﾞｽﾄだと忠義の萌えﾎﾟｲﾝﾂが減るんですけどね[:悲しい:]
なんでだろ???
どS発言が出ないからかな???（笑
でも芸人さんのﾄｰｸがすごく面白いのですごく好き[:ハート:]

つーかｴｳﾞｧの漫画を何巻まで買ったのか忘れた[:悲しい:]
もうだいぶ買ってないから１冊か２冊ぐらい新しいやつ

出てると思うんだけど[:ぴかぴか:]
なんか表紙見ただけじゃ全然わからなかった。

あ。そだ。うちの電気の調子が悪くて

昨日修理の人が来てたんだけどこの間録画したﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ

確認したら２時間しか録画されてなくて

ﾎﾝﾄは５時間半録画されてないとおかしいのに。

だからもしかしたらﾊﾞﾆﾗ気分とか録れてないかもしれない。

だいたいうちの電気はよくおかしくなるようで

しょっちゅうﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷのﾀｲﾏｰが消えてて録画されてないこと

多いんだけど。

その怒りはどこにぶつけたらいいの???



なんか昨日[:病院:]で先生に「もう少し眠剤を減らしたいねぇ」って
言われて「無理です[:パー:]」って言ったんだけど
なんかまひるの行動がﾄﾛｲのは性格のせいだと思ってたら

睡眠薬のせいらしい。

これだけ飲んでたら昼間ﾃｷﾊﾟｷ動けないでしょう???
って言われた。

図星。

でも仕事の時は無理やりﾃｷﾊﾟｷ動いてるから

結構大変なんだけどね。

半分睡眠薬減らしてお酒で寝るようにしてみようかなぁ。

でも毎日のお酒代って結構ﾊﾞｶにならないよね。

うーん。悩むなぁ。

とか言ってる間にも睡魔が!!!!![:眠たい:]
ﾏｼﾞ眠い[:眠たい:]
あぁ。ただﾁｬﾝが毎日添い寝してくれて背中ﾄﾝﾄﾝしてくれたら

絶対眠れるのに[:ハート:]
とりあえずお昼寝しますわ。

また後で[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。
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2007.03.15 Thu 不安定。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

今日２回目です。

大倉担まひるですけどもー。

ちょっとの間、ﾌﾞﾛｸﾞお休みします。

なるべく早く戻ってきます。

まひるのﾎﾝﾄのおばあちゃんが危ないらしくて。

なんかそれでちょっと不安定になってしまって

お見舞いに行くべきなのかどうかと。

母親に鉢合わせしちゃうかもだから

ｲﾔなんだけどね。（母親なんて思ってないけど）

もう見切った家族だしなぁ。

１度も会ったこともないし。

はぅーん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。
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2007.03.19 Mon 落ち着く声。大好きな声。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

復活しやす[:ハート:]
お休みしてる間にいろんなことがありまして

木曜日の夜１１時ぐらいからちょっと

体調がおかしかったのね。

呼吸が苦しかったりとか。

で、ﾚｺﾒﾝ聴いてちょっと落ち着いたかなぁとか

思ったんだけど終わってしばらくしたらﾊﾟﾆｯｸ起こしちゃって

[:病院:]に行って注射してもらって
その日は[:病院:]にお泊り。
その間におばあちゃんが亡くなって。

まぁ、結局お見舞い行けずじまいだったんだけど

後悔はしてない。

捨てて１度も会ってない人達だもん。

顔も声も知らない他人のようなもの。

そんなことを２日ぐらい考えてた。

そしてあたしはﾌﾞﾛｸﾞ書いてないとﾀﾞﾒなんだなって思った。

本気で書けない時もあるけど

ﾌﾞﾛｸﾞ書いて自己確認してる部分あるんだなって思った。

だからこれからも頑張ってﾌﾞﾛｸﾞ書きます。

お付き合いヨロシクお願いしいます[:チョキ:]

つーかね、土曜日も仕事休んだんだけど

日曜日に仕事行ったら事件が勃発してて

職場でﾚｼﾞから１０万が無くなったらしいの。

それで土曜日出勤だった人が呼ばれて追及されてたのね。

そしたら今日になって１０万出てきて。

Sくんのﾛｯｶｰに入ってたらしいんだけど（Sくん談）
なんか他の人に話聞いたらSくんのﾛｯｶｰも探したんだって。



だから犯人はSくんじゃないかって話。
その後その話がどうなったかはわかんないんだけど[:たらーっ:]
人ってわかんないね[:悲しい:]

とまぁ、いろんなことがありました[:悲しい:]
つーか今日、ﾎﾁｷｽの針を右手の人差し指に刺して

もっそい痛いの[:悲しい:]
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ打つのもやっとって感じ。

なので今日は短いと思います。

なんかﾚｺﾒﾝとか聴いてて先週はただﾁｬﾝがｹﾞｽﾄだったじゃないですか???
あぁ。この人のこと好きなんだなぁって改めて思った。

声だけ聴いててもすごくﾄﾞｷﾄﾞｷするってゆーか[:ラブ:]
ほっこりするってゆーか。

暖かい人なんだなぁって思った[:ハート:]
すごくすごく大好きです[:ハート:]
好きな人の声ってただそれだけでもﾄﾞｷﾄﾞｷするのに

忠義の声はすっごい色気のある声でもあるし、

暖かい声でもあるし、

聴いててすごく幸せになれる。

♬ﾟ+｡:.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ.:｡+ﾟ 

大倉忠義が好き[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。
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ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明日か明後日には出来たら[:ハート:]



2007.03.20 Tue ★ｺﾒﾚｽ★

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

ｺﾒﾚｽやりますねーん。

いつもたくさんのｺﾒﾚｽ、ﾒｰﾙありがとうございます。

みなさんがいるからまひるも頑張れるんです。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにありがとうございます。

じゃ、ｺﾒﾚｽ!!!!!

ｺﾒﾚｽ

瑛子（＠忠義）

和子（＠忠義）

みおり（＠忠義）

結希（＠すばる）

hikaluさん（＠忠義）
ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

ゆいさん

智海さん（＠忠義）

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

くーさん

あき（＠忠義）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

りずむさん

忠子さん

Youさん
になさん

さくら（＠忠義）

まぁさん

ナオさん

裕美さん

恵音（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）

なつみ（＠忠義）



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。 瑛子（＠忠義）
大学合格と高校卒業おめでとう!!!!!
なんかみんな大人になっていくんだなぁって

実感してます。

そりゃまひる姉さんも年とりますよ[:たらーっ:]
東京に住むんだっけ???
じゃ、ぜひｴｲﾄｺﾝの際には会えたらいいね[:ハート:]
いやいや、こちらこそ絡めてなくてｺﾞﾒﾝね。

まひるもﾈｯﾄがないと生きていけないな。（笑

ﾈｯﾄ生活ヽ(´ー｀)ノﾏﾝｾｰ。

和子（＠忠義）

そっかぁ。療養中なんだね。

ゆっくり休んで復学してｴｲﾄｺﾝにも行ってって

想像するだけでも楽しみだね[:ハート:]
早く復学出来ることを祈ってます。

うん。そうだね。

忠義に会えない間も成長していたいよね。

お互いが成長しあって次に忠義に出会えた時に

何か感じることが出来たら理想的だよね。

お互い頑張ろうね[:ハート:]

みおり（＠忠義）

次いつ会えるのかわからないけど

でも楽しみにしてるね。

うん。声大きくてすごく元気な子なんだなぁって思った。（笑

夜行ﾊﾞｽ、体が痛くなるよね。（笑

忠義にもｾﾐﾇｰﾄﾞやってほしいよね。

絶対５冊ぐらい買ってしまいそう。（笑
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お互いｴｲﾄのために頑張りましょ[:ハート:]
なんか京セラ前から精神的にあまり調子よくなくて

大丈夫の時は大丈夫なんだけど

時々疲れてしまうらしい。

今日は元気です。（今日は???（笑
新曲いいよね[:ハート:]
まだ１度しか聴いてないんだけどね。（苦笑

これからも自分のﾍﾟｰｽで無理なく頑張っていこうと

思ってるのでﾖﾛｼｸね[:チョキ:]
ﾃﾝﾌﾟﾚ今回久々に頑張った。（笑

なんか接吻って濃い感じがするよね。

響きが好きだなぁ[:ハート:]

結希（＠すばる）

そ、そんなまひるが目標だなんてもったいないお言葉。

あたしﾎﾝﾄﾀﾞﾒなんだよね。

忠義ｿﾛになると腰くだけになっちゃって

ｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞになっちゃうんだよね。

だから記憶が飛ぶの。（笑

どんだけ???
１８禁ｱｲﾄﾞﾙさんはﾎﾝﾄ笑いにはこだわるよね。

そんな彼が大好きです[:ハート:]
源太ﾁｬﾝ早く見たいよねー。

むちゃくちゃ楽しみ。

写真だけでも萌え萌えしちゃってるのに

映像で見たら絶対鼻血が止まらないよ。

ありがとう。

浮き沈みの激しい性格だけど

でもｴｲﾄやﾌﾞﾛｸﾞ見てくれてるたくさんの人がいるから頑張れるんだなぁ

って思います。

ただいま。（笑

そだね。

物理的に距離はあるけどでも自分の中では１番の理解者で

あってほしい人。

それが大倉忠義という人。

そんな人がいることが自分にとって幸せだなって思う。



hikaluさん（＠忠義）
JUGEMさん時々ﾛｸﾞｲﾝ出来ない障害が起きたりすることあるんで
時間が経てば復旧するんで安心してください。（笑

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

そだね。

今度こそお茶しながらゆっくりお話したいよね。

楽しみ〜[:ハート:]
まひるもﾔｽﾏﾙﾋﾅのｿﾛｺﾝの写真頼んだんだけど

まだ届いてなくて。（涙

つーか忘れてたんですけどね[:たらーっ:]
今日辺り写真届きそうだなぁとか思ってるんだけど。

ﾎﾝﾄWebの写真とか忘れた頃に届くからﾏｼﾞで焦るよね。
しかもお金ないのにーって時に届く。（涙

「わるいやつら」面白かったにょ。

怖かったけど。

でも毎週ﾄﾞｷﾄﾞｷだった[:ラブ:]

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

安田ﾌﾞｰﾑはいかがでしょう???
結構誰もが１度は陥るという安田ﾌﾞｰﾑまひるはないんだよねー。

でも最近可愛いという気持ちが芽生えたけど。（笑

桃って本名???
可愛いと思うけどなぁ。

あ。なんか何か設定の関係で曲が削除されちゃうみたいで

昨日も聴けなかったんだけど

何が悪いんでしょ???
画像とかはちゃんと見れるのに。

ﾎﾝﾄｺﾞﾒﾝねー。

わるいやつら、ﾏｼﾞ面白かった[:ハート:]
そりゃおじいちゃんも夢中になるさ。（笑



ゆか（＠忠義）

とりあえず京セラでは会えたのが奇跡だからね。（笑

今度はゆっくりお話したいです[:ハート:]
次のﾂｱｰは山梨だけになりそうです。

横ｱﾘとか行きたいんだけどGWに休みもらえそうに
ないから当分忠義不足が続きそうです。

わるいやつら面白かったよね。

まひるは途中から見始めたんだけどどっぷり浸かってしまった。（笑

ハケンも面白かったよね。

じゃ、花男とかﾀﾞﾒだった???（笑
ﾋﾟﾛｳｽﾞってﾏﾆｱｳｹしてるって感じがする。（笑

あ。知ってる。奥田民生のお父さん市議だったってこと。

なんかすごい昔に聞いたことがある。

ただいま。（笑

まだ夜眠れなかったりするんだけど

まぁ、ﾎﾞﾁﾎﾞﾁやっていこうかなって。

うん。ﾎﾝﾄ忠義の程よい低音の声がすごく落ち着く。

声だけでもすごく癒される。

ﾎﾝﾄ、自分はどんだけ忠義のこと好きなんだよって思う

ぐらい大好きすぎる。（笑

ゆいさん

いえいえ、こちらこそｺﾒﾝﾄくださって嬉しかったです[:ハート:]
次のツアーは山梨だけになりそうです。

ゆいさん、山梨も申し込みされました???
ぜひぜひ会ってお話したいです[:ハート:]
お互い当たるといいですね。

智海さん（＠忠義）

でもまひる、ｺﾝとかあると気合で風邪ひきそうとか

思ってても絶対ひかないし、女の子の日も避けて通るよ。（笑

なんて良い体質なのかしら???
その代わり終わるとｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞだけどね。（笑

たちょﾁｭｰなんてもらった日にゃ５倍返しですけどね。（逝け



仕事は順調ですか???
新しい環境で大変なこともあると思うけど

日々、妄想で乗り切ろうね[:ハート:]
ただいま。（笑

なんかやっぱりﾌﾞﾛｸﾞ書いてると落ち着く。

そりゃ全く書けないﾀﾞﾒﾀﾞﾒな日もあるけど

それでも書いていきたいなって思う。

忠義の声に癒される。

そんな自分が痛かろうが好きです[:ハート:]

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

忠義の思わせぶりな言動についついﾔﾗれてしまうのは

重症ですか???（笑
まひるはとりあえずﾂｱｰは山梨だけになりそうです。

なのでﾂｱｰが始まったら忠義不足に陥りそうです[:悲しい:]
ゆりえﾁｬﾝはどこに行く???

くーさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｴｲﾄにもうたばん出てほしいですよね。

うたばんとHEY?に出てくれたら満足です[:ハート:]
いや他も出てほしいけど[:パー:]
とりあえずTBSさんにでも要望のﾒｰﾙ出してみようかなぁ
なんて思ってます。

ありがとうございます。

少しでも面白いﾌﾞﾛｸﾞが書けるように頑張りたいと

思いますのでこれからもﾖﾛｼｸお願いします。

あき（＠忠義）

癒しの材料のただﾁｬﾝいつでも送ってくれー[:ハート:]
亮ﾁｬﾝの足の裏、最高だったなぁ。

あんな男前捕まえて足の裏って!!!!
忠義も何か言われちゃうかな???



ｲﾔｰﾝ。ｽﾙｰしないでー!!!!
何かｺﾒﾝﾄしたって!!!!
ﾃﾝﾌﾟﾚ、久々に気に入ったのが出来たよ。（笑

最近やっとやっすんの可愛さに目覚めました。（今頃???
最近ｴｲﾄの夢見てなーい[:悲しい:]
なぜかﾄﾚｰﾅｰってあんまり持ってなくて

来ｼｰｽﾞﾝは買いですな。（笑

風邪はよくなった???
まひるは今ｼｰｽﾞﾝは風邪知らずで通りそうです。（ﾆﾔﾘ

あぁ。ヒナﾁｬﾝのﾄﾝﾄﾝもいいなぁ。

なんかヒナちゃんってすごい守ってくれそうな気がして

一緒に居て安心できそう。（笑

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

忠義、充電完了しますた[:ハート:]
うたばんとHEY?に出てほしいよねぇ[:ぴかぴか:]
ﾀｶさんにどういじられるのかが楽しみです。

ひなのﾁｬﾝすごく変わったよね???
なんか昔ﾛﾘﾛﾘだったのに。（笑

でもすごくやっぱり可愛かったです[:ハート:]
だよね。

やっぱりﾏﾅｰ守って気持ちよく応援したいよね。

ﾏﾅｰ違反して好きな人に会ったって後悔するだけだと

まひるも思う。

なんか結局おばあちゃんのお見舞いにも行けなかったし、

お葬式にも行かないと思う。

その分今の家族を大切にしたいから。

りずむさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。ﾌﾞﾛｸﾞ以前から見てくださってたんですか???
ありがとうございます[:ハート:]
りずむさんはもう欝の方は大丈夫ですか???



ﾎﾝﾄ楽しいことが大きいほど落ち込んだ時の

反動が大きいですよね。

でもｴｲﾄがいるからこそ頑張れてる自分がいると

思うんですよね。

ｴｲﾄがいなかったら今頃入院しててもおかしくないなって。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

忠子さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾌﾞﾛｸﾞいつも読んでくださってありがとうございます。

はい。

少しでもたちょ見て癒されて元気な日々を

送りたいと思います。

心配くださってありがとうございます。

すごく嬉しかったです。

Youさん
お久しぶりです[:ハート:]
ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

少しﾌﾞﾛｸﾞ書くことから開放された方がいいのかな???と
思っていつもお休み宣言するんですけど

ﾌﾞﾛｸﾞを書かないとﾎﾝﾄﾎﾟｶｰﾝとしちゃうんですよね。（笑

それで結局２〜３日で戻ってきてしまう。

でもﾎﾝﾄYouさんの言うとおりだと思います。
書きたい時に書いて書けない時は無理して書く必要とか

ないんですよね。

ﾎﾝﾄたっちょんには支えてもらってばっかりで

少しづつでもいいから何かの形で返していきたいなって思います。

になさん

うーん。何か悩んでる時と全く悩んでるわけでもないのに

勝手に落ち込んでる場合がありますね。

ありがとうございます。



無理せず自分のﾍﾟｰｽで頑張りたいと思います。

心配してくださってありがとうございます。

さくら（＠忠義）

「ｽﾞｯｺｹ男道」ｳﾙﾌﾙｽﾞっぽいよね???
ｳﾙﾌﾙｽﾞ好きだから１度聴いてすぐ好きになったよ。

衣装どんなんだろうね。

振りとかも気になるし。

心配してくれてﾎﾝﾄありがとね[:ハート:]
前はこんなに落ちる時ってそんなになかったんだけど

やっぱり仕事がｽﾄﾚｽになってるのかなぁ。

書きたい時に書きたいことを書く。

みんなの言うとおりだと思う。

これからもふがいないまひるですけど

ﾖﾛｼｸお願いします。

まぁさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうなんですよー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ変わったんですよー。

ま、画像はﾓﾃﾞﾙさんなんですけど。（笑

そ、そんな自分の画像使う程可愛くもなんともないんですよー。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

ナオさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

いつもﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってるんですか???
ありがとうございます[:ハート:]
そうですかぁ。

京セラの後からうつみたくなる時があるんですかぁ。

あまりひどいようでしたら

ちゃんと[:病院:]で診てもらった方がいいですよ。



早いうちなら治りも早いと思うし。

ナオさんが毎日笑顔で暮らせるように

祈ってます。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

裕美さん

あ。うつの方は少し落ち着きました。

心配していただきありがとうございます。

なんかﾎﾝﾄ芸能人の応援の仕方が問われてますよね。

ﾏﾅｰを守って気持ちよく応援したいものですよね。

みんながみんな裕美さんのような考えだったら

ﾀﾚﾝﾄさんのｽﾄﾚｽも少しは軽減されるのではないでしょうか。

なんか友達だと思ったからこそ

注意をしたんですけど逆ｷﾞﾚされちゃいました。

家を張って家を写ﾒって、近所の人ともめたりして

それで気分よく応援できるのか???と問いたいです。

恵音（＠忠義）

好きだからすごく救われてる部分あるよね。

いや、むしろ救われてるから好きなのかもしれない。

すごく大切でその笑顔を曇らせるようなことは

絶対したくないと思います。

自分の気持ちだけを押し付けてしまうのはただのｴｺﾞ。

りりかさん（＠忠義）

ただいま。（笑

やっぱり元気をくれるのはｴｲﾄだったり忠義だったり

ﾌﾞﾛｸﾞを読んでくださってる方の支えだったり。

うんうん。

日に日に痛さを増していようとも

それでも大倉忠義という人を知れば知るほど好きになる。

そんな自分の気持ちを大切にしたいなって思うし、

頑張りたいなって思う。

うん。お互い無理せず自分のﾍﾟｰｽでやれたらいいなって



思います。

ありがとう。

ﾒｰﾙもありがとう。

すごく嬉しかったです。

なつみ（＠忠義）

ただいま。（笑

心配してくれてありがとう。

すごくその気持ちが嬉しいです。

たちょの声を聴くだけでﾄﾞｷﾄﾞｷのﾊﾞｸﾊﾞｸで

それでいて癒されるんです[:ハート:]
そんな自分が幸せだなって思う。



2007.03.20 Tue 眠くてもうﾀﾞﾒだ。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやりますた[:ハート:]
見てくれぇー!!!!![:パー:]
つーかお待たせしちゃってｺﾞﾒﾝなさい[:悲しい:]
いつも感謝しています。

あとここ見てるかどうかわからないんですが

JAGATARAを好きだと言ってたﾄﾞｺﾓからﾒｰﾙくれた方、
３回程ﾒｰﾙ送ったんですが戻ってきてしまうんで

お返事が出来ないんです。

ｺﾞﾒﾝなさい。

つーか今日、ｿﾛｺﾝの写真届きました[:ハート:]
うーん。

５０００円近くしたけど買って良かったなぁ[:ぴかぴか:]
３人ともｶｯｺｲｲし、やっぱ記念だし。

特にヒナﾁｬﾝがめちゃｶｯｺｲｲ[:ハート:]
あー。あたしヒナﾁｬﾝ推しかもしれない[:てれちゃう:]
でもヨコも好きだし、すばるも好きだし、

丸ﾁｬﾝもやっすんも亮ﾁｬﾝも博貴も好き[:ハート:]
１番好きなのはもちろん大倉忠義様ですけど[:ハート:]
もう大倉ってゆー苗字だけで

キタ━━━(;´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀)━━━━!!!

ってなるもん。（←重症

いや、大倉担はみんなそうだと思うﾖ。

つーかねみぃーよー[:眠たい:]



朝５時に寝たのに９時に起きてるからね。

ｽｶ☆Jまで起きていられるかなぁ???
お昼寝したいけど絶対夕方まで起きない気がする。

だから我慢[:ショック:]
もうﾎﾝﾄ、ｴｲﾄの番組１９時ぐらいにやって

早くまひるたんを寝かせてくれないかなぁ[:たらーっ:]
いや、別に深夜番組でいいんですけど[:パー:]
深夜番組の方が面白いから[:パー:]
でももう今日は早く寝てもいいですか???
見なけりゃ見ないでただﾁｬﾝ不足で死にかかるし[:悲しい:]
もうこのもどかしさに腹が立つ[:パンチ:]
ｴｲﾄの新番組情報全然入ってこないからもっそい気になるし。

(*´д`)ｱﾊｧ…?まひるが疎いだけですか???
ﾏｼﾞ最近情報に疎いんだよね[:悲しい:]
決めた。今日はｽｶ☆J見ない。
ご飯食べて２０時ぐらいに寝る!!!![:GO!:]
早すぎですか???[:パー:]
木曜日にﾋﾞﾃﾞｵで見るからﾎﾝﾄ寝かせて[:パー:]

とりあえずほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.03.20 Tue 溢れる程の愛をあなたへ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日３回目ﾀﾞｽ。

大倉担まひるですけどもー。

結局眠さに勝てずに１時間半お昼寝しますた[:眠たい:]
１時間半でも全然違う[:ぴかぴか:]
もうお目目ﾊﾟｯﾁﾘさ[:嬉しい:]
つーかこれでｽｶ☆Jも見れる[:揺れるハート:]
夜眠れないかもだけど[:悲しい:]

今日はｵｶﾝとｵﾄﾝが湯治に行ったからお泊りなんだよね。

別にｵﾄﾝとｵｶﾝがどっか悪いんじゃなくて

ｵｶﾝの親友がｶﾞﾝの手術をしまして[:悲しい:]
それで最近元気ないから湯治に誘ったみたいです。

早く元気になってくれるといいなぁって思います。

なんか博貴の時の肺気胸もそうだけど

ﾎﾝﾄ病気っていつなるかわからないじゃない???
だから自分も含めて周りのみんなやｴｲﾄﾒﾝにいつも

健康でいて欲しいって思います。

ﾎﾝﾄ忠義が病気になったら絶対耐えられないぐらい

ｼｮｯｸ受けると思うし、風邪ひいただけで

すごく心配になるし、いつも元気でいて欲しいなって思います。

章大のﾍﾙﾆｱの時もすごい心配して

休んでる時はただ腰が悪いみたいってゆー漠然とした情報しか

入ってこなかったからこのまま事務所辞めちゃうのかとかも

考えたし、とにかく早く元気になって戻ってきて

欲しいとしか考えてなかった。

ただﾁｬﾝ、健康が第一よ[:ハート:]
ﾎﾝﾄ、体を大切にしてほしいなって思います。



忠義が優しく微笑む写真見てすごく癒されるし、

まひるにとったら家族と同じぐらい大切な人で

心の支えでたくさんのものを与えてくれる忠義が大好きで

そんな忠義を見習わなくちゃって思うとこたくさんあって

そう思う自分の気持ちもすごく大切にしたいなって。

ある意味「愛ﾙｹ」ですよ。（笑

いや、今日ﾄﾞﾗﾏやるし、ﾘｱﾙかなと。（笑

ちょっと言ってみました[:ハート:]
忠義にたくさんの優しさ、愛を返したいなって思います。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.03.22 Thu 大倉忠義の妄想族。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いやね、久々にﾚﾝｼﾞｬｰの忠義にﾒﾛﾒﾛなので

ございます[:ハート:][:ラブラブ:]
なんて可愛いんだ[:ハート:]
ただﾁｬﾝも妄想族なんだからぁ〜[:ハート:]（笑
こいつぅ〜[:てれちゃう:]
でもただﾁｬﾝの妄想にﾘｱﾙを感じるのはあたしだけですか???
ただﾁｬﾝのご希望とあらばいくらでも甘えさせて

あげますよ[:ハート:]
もうﾎﾝﾄ久々に１日に何回も忠義のﾚﾝｼﾞｬｰを

読んだよ[:ハート:]
もう最後の締めくくりとか最高[:グッド:]
ただﾁｬﾝはまひるよりも金髪美女とｺﾞﾛﾆｬﾝする方を

選ぶのか???
そんなただﾁｬﾝが可愛くて可愛くて

まひるたん悶絶死ですよ[:パー:]
だいたい今のただﾁｬﾝの髪型も予想がつくし[:ハート:]
あぁ。やっぱり大倉忠義という人は最高な癒しの人で

あってまひるは幸せです[:ハート:]
もういい加減ﾏｼﾞで付き合ってくれないかなぁ[:ハート:]（逝け
いや、でもまひるの心の恋人はいつでも大倉忠義ですけども[:パー:]
なんか毎日ｲﾔなことがある日々ですけど

それでも大倉忠義の癒しによってまひるは生き延びてると

言っても過言ではありません。

ただﾁｬﾝ無くしては生きていけません。

あとね、章大のﾚﾝｼﾞｬｰは今のまひるの心にすごく染み入ってきた。

落ち込んだりすることもあるけど

でも前を向いて歩いていきたい。

そう思わせてくれる文章だった。

章大もありがとう[:ハート:]



eighterでﾎﾝﾄに幸せだなって思いました[:ハート:]

短いですけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.03.23 Fri 大倉忠義の子猫ﾁｬﾝ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

とうとうﾈﾄﾗｼﾞ、文化放送も聴けなくなったみたいで

昨日聴こうと思ったのに

全然聴けなかった[:悲しい:]
なぜにまひるの楽しみを奪うかなぁ[:悲しい:]
結局ｴｲﾄ関係のﾗｼﾞｵ何も聴けなくなった[:悲しい:]
まぁ、ﾚｺﾒﾝが２４時から聴けるぐらいで。

それは前からだし。

ﾏｼﾞﾑｶつくんですけど[:むかっ:]

つーか忠義じゃないけど最近鼻血がよく出るのですよ[:パー:]
昨日も出た。

ただﾁｬﾝみたく新幹線の中で出たりはしないけど

お風呂あがりにｺﾞﾛｺﾞﾛしてると出てくるんだよね。

のぼせてるのかなぁ[:悲しい:]
ﾀｯｷｰって鼻を骨折してるからお酒が飲めないの???
それともその後何か仕事があったから???
せっかくただﾁｬﾝの差し入れだったのに。

つーかお弁当のお礼だったんだけど。（笑

でもお酒とｻｷｲｶってゆーのがｵﾔｼﾞくさい。（笑

みんなそんなもの???
ただﾁｬﾝも大阪に帰る時はお酒とｻｷｲｶ食べてるのかなぁ???
まひるが普段お酒飲まないからわからないんだけどね。

ｻｷｲｶなんて随分食べてないよ[:下向き:][:下向き:][:下向き:]
うーわ。意外な新事実[:ぴかぴか:]
ただﾁｬﾝって基本的に誰とも仲良しだよね。

特にｴｲﾄﾒﾝは誰とでもご飯行くでしょ???
最近章大とのﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄの絡みはあんまり聞かないけど[:悲しい:]
章大ってすばやん以外との絡みあんまり聞かないなぁ。



あ。ｽｶ☆Jでまたすばるが章大の苺を食べちゃって
「俺苺好きやのに〜。」ってさすがに少し大人になったのか

泣かなかった。（笑

でも一生懸命ｹｰｷの中に入ってる苺探してる姿が

可愛かった[:ハート:]
で、本編では宮川大輔さん、ｴｲﾄﾍﾞﾀ褒め。

ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝの松ﾁｬﾝと宮川大輔さん他２名と

ご飯屋でヒナﾁｬﾝと忠義が一緒になった時の話とか

面白かった[:てれちゃう:]
ヒナﾁｬﾝ、ﾜｲﾝが似合わないと突っ込まれてました。

忠義はﾜｲﾝが好きなのか???
よくﾜｲﾝ飲んでる話聞くんだけど[:パー:]
でもﾎﾝﾄヒナﾁｬﾝと向かい側に座って

忠義がﾜｲﾝ飲んでる姿は妙に笑ってしまう[:イヒヒ:]
そりゃ松ﾁｬﾝが男２人でﾜｲﾝか???って
突っ込みたくもなるよね[:たらーっ:]
松ﾁｬﾝ達は男４人でﾜｲﾝだったってゆーｵﾁ付きですけど[:パー:]
忠義、家でｶﾞｳﾝ着てｿﾌｧｰに座ってﾜｲﾝｸﾞﾙｸﾞﾙまわしちゃってるのかなぁ???
普通にやってそうで怖いわ[:たらーっ:]
そしたら猫も必要よね???
じゃまひるが子猫役やります[:パー:]（逝け
そしたらﾊﾞｯﾁﾘ·ｸﾞｰ[:グッド:]じゃないの。
あくまでもまひるは子猫ﾁｬﾝなので[:パー:]
忠義の膝でｺﾞﾛﾆｬﾝしてる子猫ﾁｬﾝですから[:パー:]
ある意味ﾍﾞｲﾍﾞｰですよ[:ハート:]
忠義王子のﾍﾞｲﾍﾞｰです[:ハート:]
ま、世の中の大倉担がすべてﾍﾞｲﾍﾞｰなんですけど[:パー:]（笑
（ﾐｯﾁｰ談）

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.03.25 Sun 重症ですけど何か???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾏｼﾞでか???
知らなかったのはまひるだけだったのか。

ﾃﾗﾜﾛｽ。（独り言

通常ﾓｰﾄﾞでこんばんわ。

まひるです。

今日仕事に行ったら周りに疲れてる???
って言われたんだけど

疲れてますって!!!!![:パー:][:悲しい:]
だって普通に眠れないんですもん。

この２週間ぐらい通常の倍薬飲んで

それで３時とかに寝てる状態で[:悲しい:]
あたしはこうやって野たれ死ぬんだわ[:悲しい:]とか思ってみたりして[:悲しい:]
それで今日起きたの５時ですしね[:悲しい:]
そりゃ疲れます寄って煮。

でもとりあえず明日ﾁｹの振込みに行ってから

仕事行ってきますわ[:パー:]
たぶん眠れないのは↑が原因かと。（笑

あたしは小心か!!!!![:パー:]

まぁ、家でもいろいろ事件があってですね。

詐欺にあいまして

明日一千万の小切手が不渡り起こすかどうかってゆー感じで

ﾔﾊﾞかったんですけど



どうやらその小切手が偽造されたものらしいので

無効になるらしくそれで毎日ｵﾄﾝが警察に行ってまして[:たらーっ:]
それで毎日[:家:]の中がﾋﾟﾘﾋﾟﾘしてたのもあるんですけど。
自分の神経質ぶりにﾑｶつくわ[:むかっ:]

あ。そだ。

今更ながらこの間「愛ﾙｹ」見たんですよ。

１夜目はｴﾛｼｰﾝばかりでｴｸﾞｲなぁとか思ってみてたんですよ[:たらーっ:]
でも２夜目。

｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡号泣ですよ[:パー:]
これが愛なんだって感じですごく良かったです[:ハート:]
まひるもあのぐらい忠義のこと愛せたら愛されたらいいなぁなんて

思いました。

すごく切なくて良かったです[:ハート:]
でもすごい重い愛だし、あそこまで愛せる人に

出会えたら幸せだなぁって思います。

うーん。でもまひるは殺して欲しいとは思わないな。

たぶん。

ずっと愛する人と共に生きていけたらいいなって思うから

愛ﾙｹの世界を理解するのはまだまだだなって

思いました。

憧れはあるけど。

でもきっと冬香は寂しかったんだろうな。

なんとなくわかる気がします。

はぅー。(*´д`)ｱﾊｧ。
ｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ捲りました。

最後はただﾁｬﾝです[:ハート:]
ちょっと髪の短いただﾁｬﾝ[:ハート:]
とか書いてたらちろたん（＠亮）から[:メール:]がきまして
ただﾁｬﾝの微ｴﾛ画像が送られてきました[:ハート:]
「す」「き」って言ってる画像です[:ハート:]
はぅーん[:てれちゃう:]
そんなの言われちゃったら死んじゃう[:てれちゃう:]
悶絶死ですけど何か???[:パー:]



ただﾁｬﾝの唇に目を奪われてしまってます[:ハート:]
(*´д｀*)ハァハァ（←重症

あ。ﾗｸｶﾞｷﾎﾞｰﾄﾞに書いてくださった

つばさﾁｬﾝありがとうございます。

まひるも好きです。キャ。

あといつもﾗｸｶﾞｷﾎﾞｰﾄﾞに書いてくださってる方、

Webﾊﾟﾁしてくださってる方
ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにありがとうございます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.03.27 Tue Row Time

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

あぁ。思ったように仕事休めないって不便ね[:悲しい:]
まぁ、社会人だから学生みたいにはいかないよなぁ。

自分で決めた仕事だし、

頑張るしかないよな。

うん。頑張る[:チョキ:]

今日は朝早く目が覚めて快適です[:ぴかぴか:]
たぶん途中で眠くなっちゃうんだと思うけど。

それいつものﾊﾟﾀｰﾝじゃん!!!!!
でも今日こそはお昼寝我慢するもん[:猫2:]

ｴｲﾄｺﾝ、散々悩んで山梨と長野しか申し込まなかった[:悲しい:]
ﾎﾝﾄはもっと行きたいなって思ってたんだけど

最近お金使いすぎて生活するのがいっぱいいっぱいだし、

欲しいものもあるから少しお財布の建て直しを測り

こうゆう結果に。

とりあえず長野がﾊｽﾞﾚても相方空（＠章大）と山梨行けたらいいし。

なんかﾎﾝﾄ地元民を考慮してもらいたいですよ。

ｺﾝ事務さん!!!!!
申し込む時にめっちゃﾄﾞｷﾄﾞｷしてﾅﾓﾅﾓしてみた[:てれちゃう:]
当たりますように。

前回の山梨公演はﾎﾝﾄｷﾞﾘでﾁｹｯﾄ見つかったからいいけど

２人してﾊｽﾞﾚたからね[:悲しい:]
地元民優先しないでどないするんじゃー!!!!![:パンチ:]
ってまた今回もいいそうな予感[:悲しい:]
いやいや、ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞに考えよう。

無事にﾁｹｯﾄ取れて空たんとはじけられますように。ﾅﾓﾅﾓ。



あぁ。忠義が今髪の毛どんな感じなのか想像しつつ

ｽｶ☆Jを見るでござるよ[:ぴかぴか:]
この間、空に金ﾊﾟにしたいって言ったら

そうだよねー。今やらなかったらいつやるの???
とただﾁｬﾝみたいに言われてしばし考えましたけど

髪型も自由になる仕事じゃないので

我慢でござるよ[:悲しい:]
まぁ、店によっては自由なのかもだけど

うちの店は無理。

高校の時、限りなく金に近い茶色にしてたし、

金ﾊﾟにもしたことあるけど

ﾊﾞｲﾄ先で周りの人に「福原さんの髪の毛はいいんですか???」とか
散々言われて社員さんが「ﾀﾞﾒだけどいい。」と

わけのわからない評価をくだし

ﾊﾞｲﾄで生きていけたってゆーね。

そんなわけで髪型を自由に出来る仕事がうらやましいわけで。

まひるたんはしないのではなくて

出来ないのである[:悲しい:]
(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。

つーか眠いよー。

昨日、薬減らしてお酒で寝ようとして

お酒、焼酎３杯飲んだんだけど

全然いつもと変わらず[:悲しい:]
結局薬もいつも通り飲みました[:悲しい:]
お酒の効果全くなし。

今日は焼酎ﾛｯｸで飲もうかなぁ。

お酒強いって不便だなぁと思う今日この頃。

そんなｶｸﾃﾙﾊﾟｰﾄﾅｰ３本で酔っ払ってるような男子は

まだまだ子供だなと思うわけで。

生酒の瓶を２０本以上空けられるようになってから

まひるに勝負を挑みたまえ[:パー:]
（笑（↑何様だよ。

じゃ、また後で書きます。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.03.28 Wed 末っ子。早く戻ってきてね。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日はｵｶﾝと弟とご飯食べに行ってて

もっそい食べすぎて気持ち悪くて

さっきまでｺﾞﾛｺﾞﾛしてました[:悲しい:]
今も時々ｼｸｼｸとお腹が痛いです[:悲しい:]

今日のｽｶ☆J全然面白くなかったけど
でも忠義の切った髪が見れて嬉しかったです[:ハート:]
思ってたよりも短くてなんかかわいらしかったです[:ハート:]
でもこれで金ﾊﾟになってるんでしょ???
めっちゃｶｯｺﾖｽかもしれない[:ハート:]
いや、ｶｯｺﾖｽでしょ???
早く見れるのが楽しみだなぁ[:揺れるハート:]
もう最近ｴｲﾄの出てる番組見れなかったり

見逃したりでべっこし凹み気味だったんだよね。

ヨコがいいともに出たやつとか拝啓の最終回直前SPとかも
見逃して。

で、今日ぷいぷいに出たんでしょ???
はぁぁぁぁぁ。

見たかったぁ!!!!![:悲しい:]
もういい加減関西ﾛｰｶﾙﾀﾚﾝﾄを脱出して全国区で頑張って欲しいです[:ぴかぴか:]
あ。そういや忠義が出る裸の少年っていつ放送なんだろ???
前回はｷﾞｬﾙｿﾈﾁｬﾝとかが出てたやつだよね。

なんか裸の少年って始まった時と番組が全く変わってしまったけど。（笑

始まった当初とか好きだったなぁ。

ﾊﾟｼﾞｬﾏ時代ね。

なんか仁ﾁｬﾝのﾍﾀﾚ具合とか最高に面白かったし、

最後お風呂で締めるとこがなんとも言えず。（笑

水泳大会でｽﾗｲﾀﾞｰで滑ってくる時の

水泳ﾊﾟﾝﾂのくい込み具合に萌え[:ハート:]
（↑変態１名



ﾏｼﾞ１人で[:テレビジョン:]見ながら爆笑してた[:てれちゃう:]
なんかそれは１８禁じゃないんですか???って感じだったし。（笑

あぁ。なんか最近仁ﾁｬﾝとか博貴とかﾉｯﾃｨが戻ってくるのか

不安に思う時がある。

信じてあげなくちゃって思えば思うほど

どつぼにﾊﾏっていって不安になる。

だってさ、博貴とかﾉｯﾃｨとか研修生っていうけど

別にこっちから見る限り今までとなんも変わりないし、

もしかしてﾉｯﾃｨが２０歳になるまでこの状況は続くのかな???
とも思うし。

でもそれでも信じて待つけどね。

特にeighterとして博貴には戻ってきて欲しいって
気持ちが強いです。

ｴｲﾄって名前がついちゃってるし、

その名前を見るたびに思い出すわけでしょ???
忠義がずっと８→１って言い続けてるし、

ﾒﾝﾊﾞｰやﾌｧﾝを裏切って欲しくないなって思います。

待ってくれてるﾌｧﾝがたくさんいるんだもん。

やっかし８人で１つだと思うし。

博貴以外の誰でも代わりはいない。

内博貴じゃないとﾀﾞﾒなんだよね。

今はつらいかもしれない。

でもﾌｧﾝもﾒﾝﾊﾞｰも同じようにつらいんだってこと。

それを戻ってきて汚名挽回して欲しいわけです。

このままやめてしまうのは簡単かもしれない。

でも残された人達のことを考えて欲しいと思います。

頑張れ。博貴。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。



2007.03.28 Wed 実り多き年でありますように。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんか最近何かあった日じゃないと

面白いことが書けなくなってる自分に(´·ω·`)ｶﾞｯｶﾘです[:悲しい:]
ﾔﾌﾟﾛｸﾞさんで書いてた頃とか結構面白いこと書いてるなぁ

なんて自分で思っちゃったりして[:てれちゃう:]
これからはいろんなことをもっと細かい目で

見ながら書きたいと思います。

あ。なんか昨日ｽｶ☆Jが終わってから
その後にやってるｱﾆﾒを初めて見ました[:ハート:]
全然意味がわからなかったけど

「ｺﾞｰｽﾄﾊﾝﾄ」は面白かった。

全然意味がわからなかったけど

「ﾔﾏﾄﾅﾃﾞｼｺ七変化」は全く面白くもなかった[:悲しい:]
確か別ﾌﾚで連載されてるやつだよね???
確かにﾒﾝｽﾞは男前でしたけど[:パー:]（笑
↑そこはﾁｪｯｸするんだね。

まぁ、でも無類のｱﾆﾒっこのまひるが最近全然

ｱﾆﾒ見てなかったからちょっと新鮮だった[:ぴかぴか:]
NARUTOとか全然見てないし[:悲しい:]
(´·ω·`)ｶﾞｯｶﾘだよ。

さてさてあと数日で今のｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰが終わってしまうわけですが

まだ新しいやつを組み立てていません[:悲しい:]
ﾏｼﾞで組み立てる場所がないんだよね[:悲しい:]
学生みたいに勉強机とかないし。

しかも[:パソコン:]はﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟだし[:悲しい:]
１番小さいこたつを買ってそれに[:パソコン:]がｷﾞﾘｷﾞﾘ乗ってるから
ｶﾚﾝﾀﾞｰなんて置く場所ないし[:悲しい:]
組み立てずに１枚１枚壁に貼ろうかなとか思ってるんですけど[:たらーっ:]



ﾍﾞｯﾄﾞの向かい側の１ﾒｰﾄﾙぐらい離れたところにﾁｪｽﾄがあって

あとはそこに置くしかないんだけど

そこに置いたらｶﾚﾝﾀﾞｰの意味を成さないんだよね[:悲しい:]
寝る時しか見ないし、

しかも１ﾒｰﾄﾙも離れてるから見えないし[:悲しい:]
あぁぁぁぁぁああ。

どうしよう。

忠義がぁぁぁぁぁぁぁあ。

ちなみにうっかりぽっくり自分の誕生日の週が誰なのか

全く見てないってゆーね[:悲しい:]
そこは大事でしょ???[:パー:]
ちなみに今確認したら亮ﾁｬﾝが外人の子供と一緒に

写ってるやつでした[:ハート:]
はぅーん[:豚:]
ただﾁｬﾝじゃなかった!!!!!![:悲しい:]
来年こそはただﾁｬﾝで!!!!![:ハート:]
なんかﾎﾝﾄ今までﾀﾚﾝﾄさんのｶﾚﾝﾀﾞｰを買って

ちゃんと１年捲りとおしたのは初めてで。

いつも気に入った写真のとこで止まってたりして[:たらーっ:]
ﾎﾝﾄｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ様様である[:ハート:]

なんか何気にただﾁｬﾝの誕生日が近づきつつありますなぁ[:ハート:]
２２歳かぁ。

すごく去年とか忠義にとって実り多き年だったので

今年もそんな１年になったらいいなって思います[:ハート:]
今年はﾗｲﾌﾞが多いので会える人はたくさん会えるし、

まひるみたいに申し込み数が少ない人は

結構寂しい年になるんじゃないかなって思います。

だからｽｶ☆Jの後番組とﾚﾝｼﾞｬｰに期待して
９月まで乗り越えていこうかなって[:てれちゃう:]
ﾗｲﾌﾞも嬉しいけど来年は[:テレビジョン:]の露出の多い年に
なってくれたらいいなって思います[:ハート:]
全国ﾈｯﾄのﾄﾞﾗﾏとか、ﾊﾞﾗｴﾃｨｰとかいろいろ出てくれたら嬉しいな[:ハート:]

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.03.29 Thu 大倉忠義にﾄﾞｷﾞﾏｷﾞ&#9829;

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんか最近休みの日は何時に起きればいいのか

さっぱりわからないまひるです。

理想は１５時ぐらいまで寝てたいんですけど

さすがに１５時まで寝ると夜眠れないんですよね[:悲しい:]
かといって休みの日に１２時ぐらいに起きると

もっそい眠いのですよ[:眠たい:]
仕事の時は眠いながらに７時半起きでも

平気なんですけどねー[:たらーっ:]
あ。あと遊びに行く時も早起きは出来るんだけど

何もない日、[:家:]でぐうたらしてる日は
早起きするともっそい眠いのです[:眠たい:]
なので無駄にお昼寝とかしちゃって

夜眠れないﾊﾟﾀｰﾝ[:悲しい:]
すでに今日も眠い。

ちなみに１３時起き。

たぶん昨日は深夜３時ぐらいに寝てるから

１０時間ぐらいは寝てるんだけど

睡眠薬が強烈に残るらしい[:悲しい:]

忠義とか瞬殺で寝ちゃいそうだけどね[:てれちゃう:]
なんかﾍﾞｯﾄﾞの中に入って１分ぐらいで寝息たってそうだし[:てれちゃう:]（笑
「今夜は寝かさないよ。ｸﾞｰｸﾞｰ。」

「あれれ???」
みたいな。（笑

で、寝言言ったりしてさ。（笑

あぁ。でも忠義って宵っ張りの朝寝坊なんだっけ???
DVD朝まで見てたりするもんね[:ぴかぴか:]
まぁ、どっちの忠義も可愛いんですが[:パー:][:ラブラブ:]
なんかﾎﾝﾄに寝かせてもらえなさそうな気もしてきた。（笑

どSﾓｰﾄﾞ炸裂したかと思えば急に甘えたさんになって



朝までｺﾞﾛﾆｬﾝいってそうだし[:ハート:]
そんな忠義も可愛いんですが[:パー:][:ラブラブ:]
もう想像だけで逝ってきます[:パー:]

(*´д`)ｱﾊｧ。

萌えｽ[:ハート:]
あぁぁぁぁぁぁぁあ。

今日はﾚﾝｼﾞｬｰの更新日じゃないでつか???
今週のただﾁｬﾝはどんな風に過ごしたんだろうか???
ﾄﾞﾁﾄﾞﾁ[:ラブ:]ﾜｸﾜｸ[:ラブ:]でございます。
まず美容院に行った報告とかあるのかなぁ???
いや、ただﾁｬﾝのことだから報告はｽﾙｰかもしれない。（笑

でも先週散々金ﾊﾟにしたいと言ってたので

報告ありかなぁ???
あとはなんだろ???
HEY?の話題とか???
うーん。忠義は神出鬼没だから予想がつかないでござるよ。

つーか予想が当たっちゃうのも怖いけどね。

だってみんなちゃんとお仕事してるわけで

公表されてるお仕事は一部なわけで。

なのでただﾁｬﾝの行動がわからないのは当然で[:パー:]
あ。でも今日滝沢殿の誕生日だからただﾁｬﾝが覚えてたら

何かｺﾒﾝﾄあるかもね[:ハート:]
あ。そういえば突然始まった丸ﾁｬﾝの小説はどうなったんだ???
すっかり忘れていたぞ。

そしてヨコﾁｬﾝのｼﾞｬﾝｹﾝね。

あたし、いつもあいこなんですけども[:パー:]
この微妙な感じ[:パー:]
負けでもない勝ちでもないあいこ。



かなり素晴らしい確立だよね[:パー:]
ヨコﾁｬﾝと気があう証拠かしら???（妄想
ある意味ﾅｲｽ[:グッド:]なあたくし。
とか言ってる間に次のｶﾚﾝﾀﾞｰをどうにかしなければいけない現実。

「立て。立つんだｼﾞｮｰ。」的なあたしの心境。（意味ﾌﾟ

いやね、立て、立つんだｶﾚﾝﾀﾞｰ的なね。（くだらね

あたしも２４見ようかなぁ[:ハート:]
前に夜中やってる時１度だけ見たことあるんだけど

眠くて果てた[:悲しい:]（逝け

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.03.30 Fri 今すぐに。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

お給料が出たので早速本とCDを買いました[:ハート:]
東方神起のｼﾝｸﾞﾙとｱﾙﾊﾞﾑとﾐｽﾁﾙのｱﾙﾊﾞﾑ。

その他諸々で３万が消えた。

まだ[:携帯:]のお金とか払ってないのに[:悲しい:]
でもお雑誌でただﾁｬﾝがいっぱい見れたから満足[:ラブ:]
TVｶﾞｲﾄﾞだっけ???
ただﾁｬﾝがやっすんの肩に頭乗せてるやつ。

やっすんがﾃﾗ裏山ｼｽ[:てれちゃう:]
Kansai Walkerでやっすんがヨコの靴の紐結んであげてるやつとか
めちゃ可愛い[:ハート:]
まひるもそのﾃｸは頂こう。（笑

やっすんに学べ。乙女ﾃｸ。（笑

つーか今日、寝坊して郵便局行けず、

携帯の支払いの用紙忘れる[:悲しい:]
ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰの支払いがｷﾞﾘｷﾞﾘ明日までだったから良かった。

じゃないと止まっちゃうからね。

１日ぐらい[:携帯:]が止まっても不自由はしないけど
ﾈｯﾄが止まると困る[:たらーっ:]
しかも止まると復旧に１日ぐらいかかるから

２日も止まることになる。

まぁ、不便なﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰを使ってるってことですわ。

つーか最近毎晩お酒飲んでます。

で、薬の量減らして寝てます[:眠たい:]
結構眠れますね[:眠たい:]
今日、[:病院:]に行きたかったんだけど
抜けられなかったから火曜日か水曜日に行こうと思ってるんだけど

確実に薬だけ飲んで寝てたら薬が足りないから



今日行きたかったんだけどね[:たらーっ:]
そんなわけでしばらくはお酒に頼ります[:悲しい:]
程ほどにしてちゃんと寝たいと思います[:たらーっ:]

ﾔﾊﾞｽ!!!!
今日やっとｦﾀ誌を買ってきたんだけど

P誌の忠義のｼｬﾂを着る瞬間写真載ってるじゃないですか???
あれにﾔﾗﾚました[:ラブラブ:]
なんかあーゆうなにげない瞬間にﾄﾞｷっとするものだよね[:ラブ:]
ﾍﾞｯﾄﾞで横になってる写真よりもそっちの写真に

ﾄﾞｷﾄﾞｷした[:ラブ:]
なんか質問の答えもまひるが思ってるのと

同じ感じだったからもう鼻血だら〜ですよ[:ラブラブ:]（笑
なんかP誌っていつもｾｸｼｰ路線だよね[:てれちゃう:]
質問も恋愛系のやつでもっそい妄想が広がる[:てれちゃう:]
もう今からでいいんで「まひる[:ハート:]」って呼んで[:ハート:]
「忠義[:ハート:]」って呼ぶから[:揺れるハート:]
ﾌﾟﾘｰｽﾞ、ﾌﾟﾘｰｽﾞ、ﾐｰ。

今日は何も書けませんでした[:悲しい:]
とにかく眠くて[:眠たい:]
寝るダス。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.04.01 Sun 自然な表情のあなたが好き。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日はﾊﾘﾎﾟﾀを見ました[:ハート:]
ﾊﾘﾎﾟﾀは好きで今まで全部見てるんだけど

やっぱり何度見ても面白い。

ちなみにまひるはﾛﾝが大好きです[:ハート:]
やっぱりDVDを揃えようかなぁとか思うんだけど
なんかどうしようかなぁって悩み中[:たらーっ:]

見たいDVDがたくさんあるのですが
なかなか借りてきて返しに行くとゆう作業が苦手らしく

それで結構後回しになっちゃうんだけど

来週のお休みはCD借りに行くのでDVDも２枚ぐらい
借りてこようかなぁって。

あぁぁぁぁあ。

でも[:病院:]があるから見てられないかもなぁ[:ポロリ:]
ただﾁｬﾝと[:家:]でまったりDVD鑑賞ﾃﾞｰﾄもいいね[:ハート:]
ただﾁｬﾝは何が見たい???
なんか一緒にﾚﾝﾀﾙ店で探すのも楽しいよね[:ハート:]
ｷｬｯｷｬ言いながら「忠義何見たい???」とか言っちゃって
なんか幸せだなぁって思う[:揺れるハート:]
なんか今月KAT-TUNのｱﾙﾊﾞﾑが発売じゃなかったら
間違いなくﾃﾞｽﾉのDVDは買ってたと思う。
でもﾃﾞｽﾉ、ﾚﾝﾃﾙでもいいかなって思ってこの間買わなかったの。

でもやっぱり欲しいなぁ[:てれちゃう:]

そろそろ髪の毛を切りに行こうかと思ってるのですが

やりたい髪型がない[:悲しい:]
あとやっぱり黒髪に戻そうかなぁとか思ってて。

って今もほとんど黒髪みたいなものなんですが[:パー:]
仕事上もうﾜﾝﾄｰﾝぐらいは明るくしても大丈夫そうなんだけどね。



伸ばしたいとか思ってたんだけど

やっぱり切りたいような。

そんなわけで新しい髪形が決まるまでは

しばしお待ちを[:パー:]
なんか倉ﾁｬﾝﾍｱｰじゃなくてNANAﾍｱｰも憧れるんだけど
まひる非常に額が狭いためにｾﾝﾀｰ分けとか斜め前髪とか

出来ないんだよね[:悲しい:]
だからその時点で断念[:悲しい:]
(´·ω·`)ｶﾞｯｶﾘ···。
あぁ。でも髪型はすぐにでも変えたい心境なんだよなぁ[:猫2:]
ｴｸｽﾃっていう案もあるのですが

夏前には縮毛矯正をかけないとならないので

そこでｴｸｽﾃも取らないとならないから

無駄になるんだよね。

はぁ。どうしましょ???

なんか女性ｾﾌﾞﾝの連載って終わったんだね。

なんか途中から連載に気づいたから

ﾒﾝﾊﾞｰ全員分は持ってないんだよねー[:悲しい:]
しかしﾐﾗｺｰ[:ぴかぴか:]
忠義の順番で気づいて買ったからね[:てれちゃう:]
だから忠義はｷｰﾌﾟ[:ハート:]
良かった。良かった[:ハート:]
しかもﾏﾌﾗｰﾁｬﾝだったし[:ラブ:]
なんか作った設定とかより自然な感じの動きとか

表情の方がすごく萌え[:ハート:]ってなる。
うん。そりゃｷﾒｷﾒに決めてる顔も好きなんだけどね[:ハート:]
（↑結局大倉忠義ならなんでもいいという結論。

でもﾎﾝﾄに自然な表情がすごく好き[:ハート:]
無邪気に笑ったり爆笑したりｲﾀｽﾞﾗしてたり

美味しいもの食べたりﾄﾞﾗﾑ叩いてたり

踊ってたり歌ってたりぼーっとしてる顔とか

とにかく自然な顔がすごく好き[:ハート:]



じゃ、寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.04.04 Wed ８人のｴｲﾄを愛して。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ちょっと久々ですね。

昼夜逆転生活を直そうと思って夜早くﾍﾞｯﾄﾞの中に

入っていたのでﾌﾞﾛｸﾞが書けませんでした[:悲しい:]
これで今日早く眠れたら完璧なんだけどなぁ。

そんなわけでしばらくは早く寝ることにします[:ぴかぴか:]
早く寝るの月曜日の夜からやってるんだけど

結局早く寝たものの早く起きれなかったから

失敗に終わった。

だって起きたの１６時とかだったもん[:悲しい:]
今日は起きれたからこれで早く眠れたら

元に戻ったことになる。

がむばれ。まひるたん。

つーかいつもCD買ってるお店で
「自転車少年記」予約しようと思ったら

ちょっとわからないんですけどーって言われたんですけど[:パー:]
あぁぁぁぁぁあ。

もうｱﾏｿﾞﾝで予約しちゃおうかな[:パンチ:]
とか言って未だにｼﾝﾃﾞﾚﾗのDVD見てないってゆーね[:悲しい:]
ﾀﾞﾒﾀﾞﾒじゃん。あたし。

だってあれ発売前にかなり見たからなぁ[:たらーっ:]
あぁ。そうゆう言い訳しちゃうんだ???
ただﾁｬﾝが出てるのに!!!!![:悲しい:]
しかもいつものお店で買ったんだけど

ﾚｼｰﾄに「大倉忠義」って名前入ってたんだよねー[:ハート:]
そんなとこ妙に感動しちゃったりして[:ポロリ:]
思わずﾚｼｰﾄ写ﾒったし[:ハート:]
あぅ。

そんなわけでですね、

「自転車少年記」を予約しようと試行錯誤しまして



「誰が出てますか???」とかまで聞かれて
「関ｼﾞｬﾆ∞の安田くんと丸山くんです。」とｦﾀをさらす。（笑
調べておきますって言われて

それで帰された[:悲しい:]
ﾌﾞｰ[:豚:]ﾌﾞｰ[:豚:]

予約させろや。

( ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ!!

はいはい。最近ですね、

子供の指遊び歌が頭から離れないんですわ。

右手がﾁｮｷで左手もﾁｮｷでｶｰﾆｰさーん♪ｶｰﾆｰさーん♪

ってやつ。（笑

３週間ぐらい前にﾄﾞﾗﾏのﾜﾝｼｰﾝでやってたんだけど

それが頭から離れなくてですね。

１人で部屋で歌ってるんですよ[:パー:]（笑
お前は幼稚園児か!!!!![:パー:]

あぁ。そういえばもうすぐ「ｽﾞｯｺｹ男道」の発売ですね[:ハート:]
ﾄﾞｷﾄﾞｷ[:ラブ:]ﾜｸﾜｸ[:ラブ:]でございます。
最近東方神起か安室ﾁｬﾝのｴﾝﾄﾞﾚｽﾘﾋﾟなので

ｴｲﾄでも聴きたいなって。

あ。CD作ろうかな。
ｴｲﾄのｼﾝｸﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝ。

ｽﾞｯｺｹが出たら作ろうっと[:ハート:]
なんか博貴のいない間に随分ｼﾝｸﾞﾙ発売になったなぁ[:ポロリ:]
博貴がお休みしてからeighterになった人もたくさんいるんだろうな。
なんかちょっと寂しい気がします[:悲しい:]
８人のｴｲﾄを愛して欲しいから。



短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にｺﾒﾝﾄください。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.04.05 Thu ★ｺﾒﾚｽ★

お待たせしててｺﾞﾒﾝなﾊﾟｲ。

ｺﾒﾚｽやりますねーん♥

いつもいつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

たくさんのｺﾒﾝﾄに励まされています。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに心のこもったｺﾒﾝﾄありがとうございます。

じゃ、

ｺﾒﾚｽ

みおり（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

あき（＠忠義）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

りずむさん

陽菜（＠章大）

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

ナオさん

心愛ﾁｬﾝ（＠忠義）

はるなさん

ゆいさん（＠忠義）

めみさん（＠忠義）

みずき（＠章大）

ヵなこさん（＠忠義）

空（＠章大）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。 

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


みおり（＠忠義）

ﾊﾞｲﾄおつー。

自分のため、ｴｲﾄのためにﾊﾞｲﾄ頑張らないとね。

大変だと思うけどｴｲﾄに会えた時の嬉しさは

最高にHAPPYだからね。
あ。ありがとう。

福原まひるについてきてくれますか???
ありがたいですなぁ。

嬉しいです[:ハート:]
大倉って苗字だけで

キタ━━━(;´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀)━━━━!!!ってなるよね。
あぁぁぁぁあ。

まひるまだ初のむちゃ∞ぶりを見てないよー。
早く寝る作戦頑張ってた。

結局薬を増やせば眠れるけど

増やさないと眠れないということがわかりました。

かなすぃ[:悲しい:]
５連続ってﾊﾞｲﾄあるとｷﾂｲよね。

まひるも仕事は４連勤までだもん。

時々店長の都合で５連勤になる時あるけど

ｸﾀｸﾀで何も出来ないもん。

うん。やっぱり地元は入りたい。

韮崎だからちょっと遠いんだけどね。

しかも会場、１度も行ったことない場所だし。

今からﾄﾞｷﾄﾞｷです[:ラブ:]

ゆか（＠忠義）

とりあえず山梨は意地でも行く。(笑
あと長野が休みが取れたら行く。

長野ね、山梨からﾊﾞｽで行くとめちゃ安いんだけど

１日１往復しか走ってないから泊まりで行かないと

ならなくてそれで仕事休めるかどうかって感じ。

横Aは仕事休めなくて行けないんだよね。
基本的に仕事は平日休みだから

土日祝に休むのは運がよければなんだよねー[:悲しい:]



ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

うわー。１４公演も申し込んだの???
裏山ｼｽ。

当たるといいね[:ハート:]
うんうん。いつか依存という形じゃなく

忠義と対等な気持ちで応援出来たらいいなって思うな。

頑張って!!!!!

あき（＠忠義）

ﾎﾝﾄ今ﾒﾝﾊﾞｰの誰かが病気になったら不安で押しつぶされそうに

なるからだから健康と怪我だけには気をつけて欲しいなって

思う。

お祈りすることぐらいしか出来ないけど

常に元気で居て欲しいと思う。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

うん。まひるは後悔してないよ。

今更向こうの家族とも会いたくないしね。

うん。ｴｲﾄﾒﾝの誰が病気になったり怪我しても

耐えられないぐらい不安で心配になると思う。

だからいつも元気なｴｲﾄﾒﾝで居て欲しいと思う。

「自転車少年記」結局ｱﾏｿﾞﾝで予約しちゃいました[:ハート:]
なんかまひるって予約しようと思った日に予約出来ないと

ｲﾔみたいでお店の人の「調べます」が待てなかったらしい。(笑
「ｽﾞｯｺｹ男道」もうすぐだね[:ハート:]
なんか京セラから発表になってあっという間だったような。

りずむさん

やっぱりそうですよねー。

季節の変わり目とかﾔﾊﾞｲですよねー。

特に冬から春になる時が１番ひどい気がします。

毎日ちゃんと眠れなくてしんどい日が続いてますけど



頑張りたいと思います。

りずむさんも無理なさらないように。

そうなんですよねー。

ｴｲﾄの存在って遠いようで身近な存在なんですよね。

だから病気や怪我をすればすごく不安で心配になるし、

早く元気になってもらいたいなぁと願います。

ありがとうございます。

まひるも忠義愛と笑顔に溢れた生活を送れるよう

努力したいと思います。

陽菜（＠章大）

久しぶりだねー[:ハート:]
なんか山梨ではとくばんって２０時からしかやらなくて

それで新聞にNEWSが載ってなかったからNEWSの部分ｶｯﾄかと
思って録画しなかったらまんまと出てたってゆーね[:悲しい:]
軽くSHOCK　MEでしたもん[:悲しい:]
新しいｶﾚﾝﾀﾞｰの走ってるやつ良いよね???
ただﾁｬﾝｽﾃﾁ[:ハート:]
いやいや、こちらこそ絡みに行けなくてｺﾞﾒﾝなﾊﾟｲ。

今はちょっと自分の寝ることに必死なんで

なかなかﾌﾞﾛｸﾞ周りとか行けないんですけどね[:悲しい:]

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

ひとつだけ送れるかもしれない案が浮かんだので

また夜にでもﾒｰﾙするね。

そしたら送ってくれると嬉しいです。

たぶんｶﾞｰﾄﾞを外せばいいだけだと思うんだけど。

NEWSｺﾝは楽しめましたか???
ｴｲﾄの番組、むちゃ∞ぶりに変わったね。
まひるもまだ見てないんだけど

今日見れたら見ようかなぁって

でもﾎﾝﾄに忠義ほとんどしゃべってないらしいので。(笑
覚悟して見ます。



ナオさん

そうなんですかぁ。

まひるも親も今の病気に理解がないので

時々すごく苦しい時があります。

でも一人で卒業式はﾎﾝﾄ残念でしたね[:悲しい:]
たくさんのお友達とお祝いしたかっただろうに。

今は体調の方はどうですか???
少しでもよくなってるといいなぁなんて思ってます。

ありがとうございます。

これからも一緒にｴｲﾄを応援していきましょうね[:ハート:]

心愛ﾁｬﾝ（＠忠義）

びっくりしたけどでも嬉しいびっくりだったから。(笑
前々からすごく良い文章書く子だなぁって思ってて

それが身内だと知ったらやっぱりすごく嬉しいですよ。

ﾎﾝﾄめっちゃｻﾌﾟﾗｲｽﾞでしたよ。(笑
これからはお互い気兼ねなくｺﾒﾝﾄのやりとり

しましょうね。

あ。ｱﾝｹｰﾄやらせていただきました。

たいしたこと書けてないんだけど

少しでも心愛ﾁｬﾝが楽しんで読んでいただけたら[:ハート:]
まひるも忠義の誕生日ｱﾝｹｰﾄをやりたいなぁって

思ってるので

その時はﾖﾛｼｸね[:チョキ:]

はるなさん

こんにちﾜﾝﾂｰ。

あぁ。関西はTV番組が豊富で裏山ｼｽです[:てれちゃう:]
ただﾁｬﾝ、ヒナﾁｬﾝと編集部さんまでﾘｻｰﾁに行ったのにも

関わらず不参加だったんですか???
次はきっと全員そろって行けるといいですよね。

まひるはあまり夜眠れないのですが

元気ですよ。

今日も３時間睡眠なので今日はきっと１ﾘｯﾄﾙを見ずに

寝てしまいそうです[:悲しい:]



ゆいさん（＠忠義）

ゆいさんも山梨申し込みされたんですか???
お互い当たるといいですね。

ﾎﾝﾄ今日この頃祈るばかりですね。

まひるもまだPV見てないんですけど
ｶｯｺｲｲ仕上がりになってるみたいなんで

楽しみです[:ハート:]
いえいえこちらこそ亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝなさい。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

めみさん（＠忠義）

いえいえ、亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝなさい。

あ。めみさんも大倉担さんですか???
しょーもないﾌﾞﾛｸﾞ書きですけど

どうぞﾖﾛｼｸお願いします。

ﾚﾀｽの芯をﾊﾞﾘﾊﾞﾘ食べるといいんですか???
ﾎﾝﾄ薬も通常の倍飲まないと眠れないぐらいで

困ってます。

日清のﾗｰﾒﾝ記念館でMYｶｯﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙ作れるんですか???
それは楽しそうですね。

大阪に行った時にぜひ行ってみたいと思います。

ありがとうございます。

みずき（＠章大）

まだ１度も生東方神起を見たことがなくて。

５月に東京でﾗｲﾌﾞがあるんで行くつもりだったんだけど

ｴｲﾄに阻まれた。(笑
しかも割りと最近HEY?にも出てたんだよねー[:悲しい:]
見たかったなぁ。

少しだけ見たんだけど結構面白かったから

また出てくれたらいいなぁって。

まひるもﾃﾞｽﾉの後編借りに行きたいんだけど

この間行ったら全部ﾚﾝﾀﾙ中で[:悲しい:]



なのでちょっと日数置いてから行こうかなぁなんて思ってます[:ハート:]
うーん。Lもﾗｲﾄもすごく好きなんだけど
敢えて選ぶならﾗｲﾄ派。(笑
みずきはL派???ﾗｲﾄ派???

ヵなこさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ヵなこさんも忠義担ですか???
お仲間ですね[:ハート:]
結局「自転車少年記」はｱﾏｿﾞﾝで予約しちゃいました。

ｱﾏｿﾞﾝで予約するかｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝのﾈｯﾄで予約すると

ちょっと安く予約できますよ。

空（＠章大）

やっぱり双子現象ですかね???
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
まひるも「ｸﾞｰﾁｮｷﾊﾟｰで何作ろー♪」って歌ってる。

しかもかたつむりﾊﾞｰｼﾞｮﾝも歌えるよ。

ﾏｼﾞでびっくりですわ。

今週帰ってくるの楽しみにしてるね[:ハート:]



2007.04.05 Thu 関ジャニ∞の音楽の枠の広がり。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやったので

見てくださいねーん[:ハート:]
ﾎﾝﾄ毎回亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝなさい。

基本的にｺﾒﾚｽつける時は

前回のｺﾒﾚｽの記事からなので

後からそれより前にｺﾒﾝﾄされると

ｽﾙｰしてしまう可能性があるんで

ｺﾒﾚｽの記事以降にｺﾒﾝﾄﾖﾛｼｸお願いします[:ぴかぴか:]

そ、そ。昨日の夕方からｶｳﾝﾀｰをつけました。

ずっとつけるか迷ってたんですけど

やっぱり見てくださってる方もどのぐらいの人が

見てくださってるかわかった方がいいのかな???と思って
ｶｳﾝﾀｰつけました。

あとまひるの頑張り度がｱｯﾌﾟするかなぁと思って。(笑
ま、最後の方が本音です。(笑
なんか最近結構たるんでるなぁと思って

戒めですよ。(笑

あ。そだ。お酒飲むのやめました。

お酒を飲むことで睡眠薬はやめられるけど

抗うつ剤はやめることが出来ないので

危険だなと判断してお酒飲むのやめました。

今日も３時間しか寝てないんですけど

１ﾘｯﾄﾙの涙を見ないで寝ようと思ってます。

とか言って昨日KAT-TUNの番組見てたけど[:パー:]
あとはお昼寝しないように。

ここでいつも失敗するから[:たらーっ:]
でもね、今９時台でしょ???



あと１２時間も起きてるのは結構つらいよ[:悲しい:]
今日、３時に寝て６時に起きてるからね[:モゴモゴ:]
なぜにそんな早起き???
適当に１０時ぐらいに目覚めてくれればいいのに[:たらーっ:]

あ。そだ。まだむちゃ∞ぶり見てないんだよね[:悲しい:]
今日見れたら見ようと思ってるんだけど

なんせ眠いから[:パー:]
なんかｲﾝﾀﾋﾞｭｰでも言ってたけど

忠義、まだｷｬﾗ確立できてないみたいだから

あんまり話せなかったのかなぁ???
率先して喋る大倉忠義も微妙だけど

忠義の場合たまに喋るﾎﾞｿっとした一言が面白いので

そのｷｬﾗでいいんじゃないかと[:パー:]
でも音楽の話には結構突っ込んで話して欲しいなぁって

思うわけで。

RIZEも出演が決まってるらしいので
面白いﾄｰｸが聞けるんじゃないかなぁって思ってます。

今から楽しみだなぁ[:ハート:]
なんか今まではずっと芸人さんとかｸﾞﾗﾋﾞｱｱｲﾄﾞﾙさんとかとの

絡みが多かったんだけど

今度はﾐｭｰｼﾞｼｬﾝの方達なのでまたｴｲﾄの音楽の枠が広がるんじゃないかと

思って楽しみにしてます[:ハート:]
なんかたくさんのものを吸収して自分の力に変えて欲しいなって[:ぴかぴか:]
こうやってたくさんの交友関係を広めていって

たくさんの影響を受けて欲しいなって思います。

やっぱり２時間ぐらい寝ます[:眠たい:]
また後で[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.04.06 Fri 刈りあがっちゃってる???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

大倉忠義誕生日お祝いｱﾝｹｰﾄ

実施中です。

お時間ある時にぜひご参加ください[:ハート:]
また誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄはｱｯﾌﾟさせていただきます。

なのでぜしぜしどうぞ[:ハート:]

昨日、１ﾘｯﾄﾙの涙やっぱり総集編だったね。

あ。でも遙斗が抜け殻になってたけど

最後遙斗らしさを取り戻してくれて良かった[:ぴかぴか:]
それだけでも見る価値はあったかなって[:ハート:]
亮ﾁｬﾝの白衣姿かっこよかったし[:ハート:]
そうそれで終わって気分よくﾚｺﾒﾝを聴こうと思ったら

うちのﾊﾞｶﾗｼﾞｵが調子悪くてすっごい音が小さくて

聞き取れなくて諦めて寝た[:眠たい:]
ﾏｼﾞﾑｶﾂｸ[:むかっ:]

なんか昨日から書くことが浮かばないんですけど[:たらーっ:]
あ。ｱﾝｹｰﾄ着々と届いてます[:ハート:]
ありがとうございます[:ハート:]
なんかみんなそれぞれの想いがあるんだなぁって思って

すごく関心しながら読んでます。

みんなすごくすごく大倉忠義くんのこと好きなんだなぁって。

まひるも負けてられないやー[:ハート:]
そんなわけでみなさんﾄﾞｼﾄﾞｼｱﾝｹｰﾄにお答えください。

みんなの気持ちが少しでも忠義に届きますように。

もちろん他担の方もﾖﾛｼｸお願いします[:グッド:]
お祝いですからね。ﾑﾌ。



結局「自転車少年記」はｱﾏｿﾞﾝで予約しました[:ぴかぴか:]
安かったし。

安田だけに。（ ´,_ゝ｀）プッ
↑何???このプッって言うのﾑｶﾂｸ。（じゃ書くなよ。
だって今日になってもお店から何の連絡もないし[:たらーっ:]

あ。そういえば昨日ﾚﾝｼﾞｬｰで忠義がもみあげ切ったって言ってたよね???
刈りあがっちゃってるってこと???
ちょっと見てみないとなんとも言えないけど

ただﾁｬﾝ年下ｵﾑじゃなくなっちゃったってこと???
あぁ。そういえば高校の時、仲良しの男子がﾓﾋｶﾝだった。

ﾓﾋｶﾝを下ろしてるとわからないんだけど

自転車で走ってるとﾄｯﾌﾟの髪がまくれあがって

ｻｲﾄﾞが刈りあがってて爆笑みたいな。(笑
あぁ。もう章大の後ろ髪が刈りあがってる時も

ｼｮｯｸだったのにただﾁｬﾝもとうとう刈りあがっちゃったのか???
もうおかしかったらまひるが油性ﾏｼﾞｯｸでもみあげ書いてやる。

ただﾁｬﾝが寝てる間にもみあげ書き書きのﾐｯｼｮﾝを成功させてやる。

ただﾁｬﾝ油断大敵ですよ[:パー:]
ついでにほっぺにも赤いﾏｼﾞｯｸでｸﾞﾘｸﾞﾘﾊｯﾄﾘくんみたいに

渦巻きを書いてやろうかな。

で、今思ったんだけどどうしてﾊｯﾄﾘくんってほっぺに

渦巻きが書いてあるの???
ご愛嬌???(笑
そんなわけないか。

まぁ、じゃ、ただﾁｬﾝにもご愛嬌を書いてあげるよ。

男前が台無し[:悲しい:]

なんか昨日のﾚﾝｼﾞｬｰ、すばるの様子が元気なくて心配だった。

すばﾁｬﾝ何かあったのかな???
最近ずっと調子いいみたいだったから安心してたんだけど

来週になったら元気いっぱいのすぅくんに戻ってたらいいなぁ。



あ。今日、生放送で見れるんだった!!!!![:ハート:]
そんなわけでただﾁｬﾝの髪型も見れるわけで

すぅくんの様子も見れるわけで

やったね[:チョキ:]Mｽﾃ[:チョキ:]
しかももう番組始まってるよ[:悲しい:]
まひるたん、どんだけ忘れっぽいんでしょ。

どんだけ???[:パー:]

ﾄﾞﾛﾝ[:GO!:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.04.07 Sat MAOの頃から好きでした。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

仕事ｻﾎﾞﾘました。

そんなことしたら忠義にあわせる顔がないんだけど

今日すごく睡眠薬が体に残ってて

ﾌﾗﾌﾗでとても仕事行ける状態じゃなくて

それでさっきまで寝てました[:眠たい:]
忠義、ｺﾞﾒﾝなさい。

たぶん昨日のﾌﾞﾛｸﾞを書いた時間を見た人は

気づいてると思うけど

Mｽﾃ、ｴｲﾄ見逃しました[:悲しい:]
だってｽﾍﾟｻﾙだって忘れてたんだもん[:悲しい:]
そんなわけでまだMｽﾃ見てないです[:悲しい:]
最後のとこで松岡くんがｴｲﾄにまじって映ってる時に

ただﾁｬﾝを必死で見ました[:ハート:]
刈りあがってるって中が刈りあがってるってことね。

そんなの踊ってる時とか前から風が吹いてきた時しか

わからないじゃない。

もうｺﾎﾞﾁｬﾝみたいな髪型になってたらどうしようかと思った。（笑

とりあえず至って普通ってことで[:パー:]
あぁ。でもただﾁｬﾝ、一応あんまりわからないけどみたく

予告してたよね[:たらーっ:]
なんか一昔前のｻﾗﾘｰﾏﾝみたいな髪型だったらどうしようとか

１人でﾃﾝﾊﾟってたのになぁ。

でもかっこよかったです[:ハート:]
やっぱりただﾁｬﾝはただﾁｬﾝなのである[:ハート:]
でも中でも刈りあがってるのは衝撃だ[:悲しい:]
なんかもういっそのことﾗｲﾝとか入れちゃう???
冗談です[:悲しい:]



今日、ﾀｯｷｰのﾄﾞﾗﾏだよね。

見るつもりでいたんだけど明日も起きれなかったら

ﾔﾊﾞｽなので早めに薬飲んで寝ます[:眠たい:]
昨日全然眠れなかったから薬結構飲んだんだよね[:悲しい:]
それがいけなかったらしい。

なので今日は少なめで眠れるように

眠くなったらさっと寝ます[:眠たい:]

あ。そういや、聖のﾄﾞﾗﾏに聖の弟２人も出るとか。

楽しみだねー[:ハート:]
なんか何番目の兄弟かわからないけど

聖の兄弟の写ﾒは見たことあるのね。

結構ﾁｬﾗ男系だったけどかっこよかった[:ハート:]
やっぱり美形家族っているのねー。

亀ﾁｬﾝのお兄ちゃんの写ﾒも見たことあるけど

亀ﾁｬﾝと同じ顔してた。(笑
なぜかKAT-TUNの兄弟の写ﾒは見たことあるけど
ｴｲﾄﾒﾝは確かないような気がした。

昨日、はなまるでヨコの弟の写真見たけど。(笑
あ。忠義の弟の小学校の時の卒ｱﾙなら見たことあるけど。（笑

なんか絶対大倉家は大器晩成型だと思うわー。

忠義も含め。（笑

数年前だったらﾁｭｳ顔なんてしようもんなら

ぶっとばしてやろうかと思ったと思うもん。（笑

ｳｿです。

そんなことないです[:パー:]
MAOの頃から知ってるけどMAOの頃から好きでした[:ハート:]

(*´д`)ｱﾊｧ。

じゃ、寝ます。

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中です。

お時間ある時にぜひ参加してくださいねーん[:ハート:]
誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄをｱｯﾌﾟさせていただきますので

ぜしぜし[:パー:]

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にｺﾒﾝﾄください。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.04.09 Mon 友情。愛情。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日書けなかったので

今日は朝から書いてます[:ハート:]
昨日はですね、

前から時々あるんですけど

白いものとか蛍光灯とか明るさが眩しくて

目がﾁｶﾁｶしてしまって頭が痛い時があって

昨日はそれだったんですよ。

だから[:パソコン:]の白い画面とかも見るのがつらくて
昨日は[:テレビジョン:]を見てました。
「あらしのよるに」です。

前々から見たいと思ってたのですごく楽しみにしてました。

もう２人の友情がすごいんですよ。

１人はﾔｷﾞのﾒｲ。もう１人は狼のｶﾞﾌﾞ。

あらしのよるに真っ暗な小屋の中で出会った２人。

お互いがﾔｷﾞとその天敵の狼だとは知らず

仲良くなって次の日再会を約束してびっくりみたいな[:びっくり:]
もうすっごい泣き所満載で後半はずっと泣いてました[:悲しい:]
もうすっごい素直で純粋なﾒｲと優しいｶﾞﾌﾞ。

この２人の友情はﾎﾝﾄｽﾃｷ[:ハート:]
なんかいろいろ考えさせられる映画でした[:ぴかぴか:]
いろんな困難なことがあっても乗り越えられないことはない。

友情の大切さ。

国境を越えた愛とかいろんなものを見た気がする。

｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡
すごくすごく良かったです[:てれちゃう:]
それが終わってすぐ寝て９時に起きました[:ぴかぴか:]

あ。昨日久々にほんじゃに見た!!!!!
陸上のやつとｵｶﾝはお皿を積むやつやってたんだけど

槍投げの時の章大。(笑



あんな小さい体からどんなﾊﾟﾜｰが出るのよ[:パー:]
ま、最終的に村上んに記録抜かれちゃうんだけど

あの乙女の章ﾁｬﾝが。

で、ｵｶﾝの時の皿積み。

Oｶﾞﾀﾝの大倉さんかなりｱﾊﾞｳﾄに皿を積む。
結局罰ｹﾞｰﾑは錦戸さん。

もう錦戸さんが積む頃にはかなりお皿は歪んで積まれてたんだけどね。

錦戸さんが積んでから誰も積みに行かなくて

亮子さんが早く積んで!!!!![:パー:]って言ってる間に
ｶﾞｼｬｰﾝ[:たらーっ:]
はい。亮子さん罰ｹﾞｰﾑ。

足ﾂﾎﾞﾏｯｻｰｼﾞに本気で痛がる亮子さん。

ｶﾜﾕｽ[:ハート:]
で、後半は走り高跳び。

これはやればできるこ安田くんもさすがに身長負けしてしまったのか

ちっちゃいｵｯｻﾝと２人で１３０ｾﾝﾁの目標達成ならずで

高額商品お買い上げ。（ﾁｰﾝ

背は高いけどお尻の重たそうな大倉忠義さんも

早めに脱落。

意外とヨコ頑張る。(笑
で、陸上経験者の丸がｶｯｺｲｲんだ[:ハート:]
１５０ｾﾝﾁを飛んで優勝。

つーか１５０ｾﾝﾁ飛ぶってすごいよね???
まひるが１６０ｾﾝﾁだからほぼ飛ばれてる。((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 

あ。じゃ、仕事行ってきます[:ハート:]
ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中です。

誕生日後にお名前とお祝いの言葉をｱｯﾌﾟしたいと

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


思ってるのでどしどしご参加ください。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。



2007.04.10 Tue 山下智久VS田口淳之介。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日帰ってきたら２２時過ぎてたのかなぁ???
ｳｷｳｷでいいともを着けたのね[:ハート:]
そしたらﾎﾞｸｼﾝｸﾞのとこやってて

ﾅｲｽまひるたん!!!!!![:ハート:]
山下智久。略して山久と田口淳之介。略してずんのすけ。

の対決。

確か山久さん、ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑとか通ってますよね???
もうひたすらｶﾞﾝ見ですよ[:ラブラブ:]
どうせ山久が勝つと思ったから

ずんのすけ勝て!!!!!って思ってたけど
やっぱり山久ですか???[:パー:]
でもめっちゃﾃﾝｿﾝあがった!!!!!
しかも今日の夢、田口淳之介さんとHAPPYの世界ですよ[:ハート:]
２人でﾃﾆｽで白熱した夢を見ました。

やっかし田口淳之介くんは爽やかでした[:ハート:]
追伸：HAPPYは見ていません。（ﾁｰﾝ
あと幼稚園児に結婚したい男の人ﾗﾝｷﾝｸﾞってあって

１位を当てるとﾄﾞﾎﾞﾝってやつで

１位か３位かが残ったんですよ。

そりゃ知名度からしたらNEWSよりKAT-TUNですよ。
でも田口淳之介より山下智久ですよ。

予想的中。

１位が山久で３位がずんのすけ。

ちなみに２位がゴリさん。(笑
何???この順位[:パー:]
あぁ。でもﾎﾝﾄはさすがに毎回で飽きてるかと思われますが

ｱｰﾁｪﾘｰが見たかったんです[:ハート:]
そして昔の友達に言いたい。

田口淳之介さん立派になったでしょ???
まひるたん、見る目あったでしょ???
そんなあたしは大倉担。（ﾁｰﾝ



で、最後のｸﾛｽ引きずんのすけがやると思って

[:テレビジョン:]に近づいてｶﾞﾝ見したんだけど
石原さとみﾁｬﾝで(´·ω·`)ｶﾞｯｶﾘ···。

で、嵐の宿題くん。

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞのやつ面白かった[:ハート:]
もうあの相葉ﾁｬﾝの甲高い声で笑ってしまう。

松潤の「お前の作る飯がうまいからこれからもずっと

作ってくれ。」ってゆーの松潤だから(*´д`)ｱﾊｧって思うけど
普通の人に言われたら「あたしはあなたの家政婦じゃない!!!!」
って言われると思うよー[:たらーっ:]
やっぱり智氏の「YOU、僕と結婚しちゃいなよ。」
ですかねぇ。

やっぱりｼﾞｬﾆｦﾀはこのｾﾘﾌに弱いと思うのは

あたしだけですか???[:パー:]
で、今日はゲストがよゐこだったんだけど

よゐこってゆーとすっごい昔にﾚﾝﾀﾙして見た

とぶくすりってゆー番組の総集編みたいなﾋﾞﾃﾞｵが出てて

それがめちゃくちゃ面白い。

特に濱口さんのYOSHIKI。そっくり。
なんかそのﾈﾀしか覚えてないんだけど

めちゃくちゃ面白かった[:ハート:]

あ。今日、HEY?だったよねー。
まだ見てないんだけど

やっかし面白かったそぅで[:パー:]
明日[:病院:]に行くから溜まってるﾋﾞﾃﾞｵ全部は見ること
出来ないと思うけど

とりあえずHEY?は見たいなって[:ハート:]
もうMｽﾃも見てないし、
先週のむちゃ∞ぶりも見てないし、
eighter失格ですわ[:悲しい:]
そんな田口淳之介さんと山下智久さんのﾊﾞﾄﾙに熱くなってる場合じゃ

なくってよ[:パー:]
なんか中居くんにすごくNEWSとKAT-TUNをあおっていただき



ありがとうございます[:ハート:]
いつかｴｲﾄもこのいいとものｽﾍﾟｻﾙに出られたらいいなぁって

思います[:ハート:]
なんか中居くんとかに名指しで呼ばれちゃうから[:てれちゃう:]

あ。昨日（８日）のｹﾘｰﾗｲﾌﾞに亮ﾁｬﾝ以外のｴｲﾄﾒﾝが見に行ったらしいです[:ハート:]
結構盛り上がってみてたみたいですよ[:てれちゃう:]

今日はKAT-TUNﾈﾀとNEWSﾈﾀのみでしたね[:悲しい:]
また明日からｴｲﾄのことﾊﾞｯﾁﾘ書こうと思ってます。

（予定は未定

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日お祝いｱﾝｹｰﾄ実施中です。

お時間のある時にぜひご参加ください。

誕生日後にお名前とお祝いのﾒｯｾをｱｯﾌﾟしたいと思います。

他担の方も遠慮なくご参加ください。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

励みになりますのでお気軽にｺﾒﾝﾄくださいねーん[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.04.10 Tue 大倉忠義さんなまめかしすぎます。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、２度寝をしてから[:病院:]に行って
帰りに「ｽﾞｯｺｹ男道」買ってヲタ誌も買ってきますた[:ハート:]
まだヲタ誌は読んでないんだけど

でもまだただﾁｬﾝ髪長いんだなぁって思って。

早くただﾁｬﾝの髪型ちゃんと見たいなぁって[:ハート:]
とりあえずさっきMｽﾃとHEY?は見たんだけど
なんかそんなに短くなってないなぁ。

まぁ、中は刈り上げくんですけど[:パー:]
もうHEY?とかめちゃくちゃ楽しそうに笑ってて
なんかすごく癒された。

忠義なんて足あげて笑ってるし。（笑

あぁ、もうﾀﾞｳﾝﾀｳﾝさんが好きなんだなぁって。

もうヨコの汗とかｳｹたし。

もうヨコヒナ最高[:グッド:]
横山会は忠義も強制参加なんだ???（笑
つーか横山会っておなじみのﾒﾝﾊﾞｰじゃないですか???(笑
あ。そういえばただﾁｬﾝ、黒髪のままだったね。

Mｽﾃの歌い終わってからのﾀﾓさんと木村拓哉さんの話に
ｳｹた。

なんかSMAPさんにも喜んでいただけたようで
良かったです[:ハート:]

あ。ｽﾞｯｺｹ男道の初回盤のｼﾞｬｹ写の忠義の表情がｴﾛｲんですけど[:ラブラブ:]
なぜちょっと眉間にしわが寄ってるの???
なんかなまめかしいじゃないですか???（笑
そんなとこでｴﾛさ発揮しなくても[:てれちゃう:]
裏ｼﾞｬｹは寝てるし。

ｶﾜﾕｽ[:ハート:]
あぁ。もうただﾁｬﾝってどうしてこうもﾌｧﾝ心理を

揺さぶるのがうまいんでしょ。



そんなただﾁｬﾝが大好きです[:ハート:]
そういえばちょっと前のヲタ誌にも書いてあったけど

初めてﾌｧﾝﾚﾀｰをもらった時の話。

なんかただﾁｬﾝにとって初めてのﾌｧﾝでﾎﾝﾄに

嬉しかったんだなぁって思いました。

きっと今でもその人の顔覚えてるんじゃないかなぁ。

なんかそんな人がうらやましいです。

ただﾁｬﾝの最初のﾌｧﾝになりたかったなぁ。

亮ﾁｬﾝの１番最初のﾌｧﾝﾚﾀｰの話ｳｹた。

最後に住所書いてくださいって書いてあったとか言って。(笑
まぁ、忠義の１番最初のﾌｧﾝじゃないけど

でもこれから頑張っていきたいなって思います[:ぴかぴか:]
これから何があっても忠義についていく。

そんな覚悟で頑張りたいと思います[:ハート:]
忠義を信じてついていく。

そんなﾌｧﾝでありたいなって思います[:ハート:]

今日こそむちゃ∞ﾌﾞﾘを見たいなって。
まだ先週のむちゃ∞ﾌﾞﾘを見てないんですけど[:パー:]
そういえば関ﾃで新しいｴｲﾄの番組始まるの???
番協募集のﾒｰﾙきてたんだけど

ほんじゃにとは別番組???
もっそい気になる[:たらーっ:]

あ。そういえばまだ忍たま録画してないんだよね。

最近ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾙ回転だったから録画する余裕がなくて。

明日、いいともに出るって聞いたし。

はぅーん。

じゃ、短いけどほなおつー。

後で書けたらまた書きますねーん[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄを実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いの言葉などをｱｯﾌﾟしたいと思います。

お気軽にご参加ください。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.04.13 Fri うー。死ぬー。

一昨日から食あたりで撃沈中。

今日あまりにもお腹痛いので病院行ってきた。

薬飲んでるけど寝返りもうてないぐらい

お腹痛いです。

よくなりましたらまたブログ更新します。

ホントごめんなさい。

福原まひる。



2007.04.15 Sun いちお復活。（笑

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

まだまだお腹痛いけど

とりあえず[:パソコン:]の前に座れるようになったんで
復活します。

ﾎﾝﾄ食あたりとかﾀﾞｻくてすいません[:汗:]
ご心配おかけしました。

ちなみに原因は常温で２日置いておいた牛乳です[:悲しい:]
うーわ。ﾀﾞｻ。

忠義にだけは知られたくないわー。（笑

食いしん坊の忠義でもやらない失敗[:悲しい:]
それが水曜日の出来事で今日が日曜日でしょ???
まだお腹痛いもんね[:悲しい:]
そういえば前にも同じ失敗をしてるような···｡（苦笑

あぁう。それは気にしない。ヽ(●´ε｀●)ノ
学習能力のないあたしを笑えばいいさ。

いーや。今度はﾏｼﾞで学習した。

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

もう聞いて!!!!!
「ﾗｲｱｰｹﾞｰﾑ」がめちゃくちゃ面白い!!!!!
松田翔太が死ぬほどｶｯｺｲｲ[:ハート:]
昨日の夜、あたしは何度ｷｭﾝ死したんだろう???
昼間、爆睡だったにも関わらずｷｭﾝ死して

そのまま寝ちゃったよ[:眠たい:]
まぁ、ここ数日お腹痛くてろくろく眠れなかったってことも

あるんだけどね[:たらーっ:]
なんか松田翔太って大倉忠義臭がすると思うのは

まひるだけですか???[:パー:]
何が似てるとかわからないんだけど匂いが似てる。

（↑お前は犬か。

ﾊﾟｰﾂとか全然似てないのにねー[:たらーっ:]



つーかずっと[:パソコン:]の前に座っていられないので
休み休み書きます。

どんだけ???あたし。
どんまい。あたし。

あ。そうそう、KAT-TUNのDVD買ったんだけど
もちろんまだ見てなくて[:悲しい:]
もちろんKAT-TUNのｱﾙﾊﾞﾑも予約してますけど何か???[:パー:]
やっぱりKAT-TUN、NEWS、ｴｲﾄは確実予約してるね。
この３ｸﾞﾙｰﾌﾟはﾎﾝﾄ特別。

自分のｦﾀ生活には欠かせないから。

まぁ、ﾎﾝﾄはそこに滝つも嵐も入ってたんだけど

最近余裕なくて追えなくなってて[:悲しい:]
なんせｦﾀ生活相葉担から始まってるわけですが

実はその前がひっそりこっそりあったんですね。

今井翼で。[:パー:]

それは自分も最初忘れてたんだけど

１番最初にｼﾞｭﾆｱ情報局申し込んだ時のﾌｧﾝ名が

今井翼だっててゆーね[:パー:]
その名前で嵐がﾃﾞﾋﾞｭｰするぐらいまでやってたからね。(笑
相葉担のくせに。(笑
まぁ、ﾓﾛﾓﾛとその話をすると長くなるのでやめます。

あ。裸の少年見たった!!!!![:ハート:]
髪切ったただﾁｬﾝもｶﾜﾕｽ[:ハート:]だけどやっぱり
髪結ってるただﾁｬﾝもｽﾃｷ[:ハート:]だなぁと思いつつ。
この食あたりで腹痛に苦しむまひるたんの前で

ﾗｰﾒﾝを食するただﾁｬﾝとヨコ。



ｷｰｰｰｰｰｰｰｰっ!!!!!![:悲しい:]
絶対治ったらたらふくﾗｰﾒﾝ食べてやるんだわさ[:悲しい:]
忠義さん、ｺﾒﾝﾄ言う時顔抜かれてないですよ[:パー:]

( ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ!!
ｶﾒﾗﾏﾝ、ただﾁｬﾝを抜かんかい!!!!!

それから数時間後、喰いﾀﾝを見るまひるたん。

ｲﾗｲﾗ

ｲﾗｲﾗ

またﾗｰﾒﾝか!!!!![:悲しい:]

このｹﾞｰﾊｰめ!!!!!
またﾗｰﾒﾝで苦しんだじゃないか。

ﾊﾞｶﾁﾝが!!!!!
でも剛つんがかっこよかったからいいのー[:ハート:]
（↑単純。

でもここ数日のおかゆ生活に飽き飽きしている現実。

ﾗｰﾒﾝ食べたかよー[:てれちゃう:]
だってだってうちのﾏﾏﾝがまひるがおかゆを食べてる前で

ちらし寿司食べてるんですもん[:悲しい:]
鬼だ[:悲しい:]
「あーら。ｺﾞﾒﾝなさいね。ｵﾎﾎﾎ。」じゃねぇ!!!!!
はい。今のでﾏﾏﾝには笑いしわが１本増えました。



ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

まひるたんの逆襲。

ｱｲﾀﾀﾀﾀﾀﾀ。

お腹痛いんでまた。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!!
誕生日後にお名前とお祝いの言葉など

ｱｯﾌﾟさせていただきますので

ぜひぜひご参加ください。

もちろん他担の方も是非に!!!!!

あ。あとお腹痛くてお祝い出来なかったんですけど

先日忠義が生まれて８０００日を迎えました。

忠義おめでとう。

忠義の８０００日の歴史を想像しながら

お祝いしたいと思います。

おかゆで[:パー:]（←もうおかゆｲﾔ!!!!!

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

来週やりますねーん[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.04.16 Mon 相変わらず腹痛。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日から仕事復帰しました。

ﾏｼﾞ今月休みすぎなんですけど[:悲しい:]
なんか食あたりって去年の春先にもなってて。（笑

昨日ﾌﾞﾛｸﾞの去年の３月のとこ見てたら

書いてあってあまりにも学習能力のなさに

なさけなくなりました[:悲しい:]
そんなわけで相変わらずおかゆ生活なんですけども[:パー:]
まぁ、昨日の夜中３時頃急にお腹下したからね[:悲しい:]
ﾎﾝﾄうかうか寝てもいられねーよ[:パー:]
それから寝ようか起きてようか迷って

結局寝た[:眠たい:]
ちなみに時間は４時ぐらいでした。

あ。今日、２０分ぐらいかな。

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ大作戦見たのね。

あれ面白い[:ハート:]
期待してなかったんだけど

なんか結構面白くてしかも山久ｶｯｺﾖｽ[:ハート:]
なんか脱ﾛﾝｹﾞをしたのでもっそい可愛くて好き[:ハート:]
あぁ。やっかし山下智久が好きだ[:ハート:]
生まれて初めてお手振りもらったｼﾞｬﾆﾒﾝが山久だし[:ハート:]
山久ってすごく優しいよね。

山久のｶﾜｲｲ一面見ちゃったし[:ハート:]（笑

あぁ。そういえばそろそろ誕生日ﾘﾇをしないとなぁ。

何も考えてないんですけど[:パー:]
うーん。どうしよう。

来週ぐらいには完成させないとなぁ[:てれちゃう:]
でも今週木曜日休みじゃないし[:悲しい:]



今月仕事休みすぎたから出勤なんだよね[:悲しい:]
まぁ、社会人ってのもﾗｸなものではなくー[:悲しい:]
頑張れ、あたし的なね[:ぴかぴか:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄをｱｯﾌﾟ

させていただきますのでぜひぜひご参加ください。

他担の方もぜしぜし。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.04.17 Tue ★ｺﾒﾚｽ★

お待たせしててすみません。

先週やる予定が腹痛のため今日に

なってしまいました。

ｺﾒﾚｽやりますねーん♥

いつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

励みになるのでお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

幸いです。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

ｺﾒﾚｽ

みおり（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

結希（＠すばる）

しぃか（＠忠義）

みずき（＠章大）

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

ナオさん

ありさ（＠博貴）

陽菜（＠章大）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

なつみ（＠忠義）

ゆっちさん（＠博貴）

あき（＠すばる・忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄをｱｯﾌﾟさせていただきますので

どしどしとご参加ください。

みおり（＠忠義）

当落どうだった???
まひるはまだ先の話なのでのんびりしています。

たぶん間近になるともっそいﾃﾝﾊﾟると思うけど。(笑
なんか沖縄とか行く人なんて９月なのに

お金３月振込みなんて半年先の話なのにねー。

そのｼｽﾃﾑどうにかならないのか???
ﾊﾞｲﾄご５連勤なんて普通に働いてる人と一緒じゃん。(笑

ゆか（＠忠義）

そうだねー。

特に今月病欠のしすぎだったから

余計に休みが取りづらくなってる。

だからちょっと長野が危ういかなって感じ。

まぁ、ﾁｹｯﾄﾊｽﾞﾚそうだけど。（苦笑

自分の都合で休めるのがｦﾀ生活には１番だよね。

でも自分の将来のために今の仕事に決めたから

夢のため頑張るよ。

忠義の髪型って何しても男前だから

ﾎﾝﾄどの長さでも好きなんだよなぁ。

でもすばﾁｬﾝのようなﾛﾝ毛は忠義には

有り得ないなって思うけどね。(笑
GW良かったね♥
なんか身近に楽しみの目標が出来るとやっぱ

日々の張り合いが違うよねー。

頑張ってきてね♥

「あらしの夜に」はﾎﾝﾄ良い作品だね。

前々から気になっててやっと見れた。(笑
へぇ〜。NHKでもやってたんだ???
知らなかったー。

ゆかはもうお腹の調子いいの???
なんかお腹の調子悪いのって切ないよね。

なんか実はまだお腹下してるんだよね。

さすがにそろそろ１週間なんですけどねー。



まひるもおかゆ生活飽きた。

お腹下してると何も食べたくないんだけど

ｵｶﾝに食べないとﾀﾞﾒって言われるから

食べてるんだけど結局下してるってゆーね。（涙

結希（＠すばる）

忠義の刈り上げもまひるが山梨で見る頃には

伸びている頃だと思うとちょっと悲しい。

おちょんまげする時ぐらいしかわからないよねー。

でもｺﾝｻｰﾄぐらいしかおちょんまげする時ないしなぁ。

あとほんじゃにに期待かなぁ。

すばるが笑顔だとほっとするよね。

でもその笑顔を生で見たいってのが１番大きいよね。

自分の目の前で楽しそうにしているｴｲﾄﾒﾝを見れるのが

ﾎﾝﾄに幸せなことだなぁって思う。

Mｽﾃなんとか見れた。
なんか松岡くんに上着貸してって言われて「はい。」って

ﾄﾞｷﾄﾞｷしながら貸す忠義の姿を想像するだけで萌えす♥

初回盤の忠義さん艶かしすぎるよね???
もう心臓ﾊﾞｸﾊﾞｸいっちゃったもん。

通常盤のたちょもｶﾜｲｲよね。

うん。何見ても１番好きな人が一等賞になってしまうのは

仕方のないことだよね。(笑
もうご心配おかけしました。

まだ完璧ではないけれど

とりあえず仕事にも復帰し、ﾌﾞﾛｸﾞも再開出来るようになって

良かったです。

しぃか（＠忠義）

Mｽﾃ友達に借りれた???
まひるはﾋﾞﾃﾞｵの予約はしてたから見れたには見れたんだけどね。

ﾊｲﾃｸなDVDﾃﾞｯｷ買ったのぉー???
激しく裏山。

まひるも欲しいんだけど

なんか結局南極あればあるだけお金使っちゃうから



全然お金たまらない。

そんな意味も込めて今回のﾂｱｰ山梨と長野にしぼって

お金貯めようかなぁって思ってるんだけどね。

みずき（＠章大）

１月ぐらいに出したｼﾝｸﾞﾙの時にﾁｬｰﾄｲﾝしてて

それで東方神起がHEY?に出てたの。
なんか韓国では突っ込みとかで人の頭叩くのは

有り得ないらしい。

ﾚﾝﾀﾙ全部貸し出されてる時の必殺技は

朝１０時半ぐらいに行くと良い。

返却ﾎﾟｽﾄで返されてる分の処理が終わって

売り場に戻されるかその前の時点の返却台に並んでることが

あるから。

と元某ﾋﾞﾃﾞｵﾚﾝﾀﾙ店ﾊﾞｲﾄは語る。(笑
L派かぁ。
今、ｾｸｼｰ＆ﾎﾞｲｽﾛﾎﾞやってるじゃん???
あれの松山ｹﾝｲﾁがLと同じ人に見えない。(笑

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

ｴﾙﾚありがとうーねー♥

ﾃｺﾞにﾊﾏる気持ちわかるなぁ。

まひるも一時期ﾃｺﾞにﾊﾏってた時あったし。

今は昔通り亮ﾁｬﾝはもちろんのこと

山下智久とｼｹﾞたんですけどねー♡

KAT-TUNｺﾝも久しく行ってないので
行きたいなぁって思ってたんだけど

結局全然余裕がなくー。（涙

落ち着いた頃また忠義に気持ちが戻ってくるんじゃないかなぁ。(笑

ナオさん

少しでも調子よくなられて良かったですね♥

ｽﾞｯｺｹ男道のｼﾞｬｹ写のたちょ、めっちゃ表情ｴﾛｲですよね。

もうじーっと眺めて萌え♥萌え♥してました。



あ。もう全然ﾒｰﾙOKですよ。
お返事遅くなってしまうかもですが

それでもよろしければいつでもﾒｰﾙください。

ありさ（＠博貴）

手紙ありがとー♥

すごく嬉しかったです♥

ちょっとお返事遅くなっちゃうかもだけど

必ずお返事するので待っててねー。

なんかこうゆう形でまたありさと絡めて嬉しいよ。

陽菜（＠章大）

お腹痛いのは食あたりのせいだけかと思ってたら

今日、女の子の日になってた。(涙
またしばらくお腹痛いんじゃん!!!!!（死
まひるのとこも映らない番組すごく多い。

日ﾃﾚとTBS以外は東京と一緒なんだけど
日ﾃﾚとTBSこれ結構痛いよ。
ｶﾚﾝﾀﾞｰのたちょはﾏﾌﾗｰ巻いてるやつが１番すき♥

章大とすばるは結構ｶﾚﾝﾀﾞｰ奇抜だよね。

聖のﾄﾞﾗﾏ面白いのか面白くないのか

いまいち理解出来なかった。

見てて２２時半頃飽きてTV消して寝る体制入ったんだけど
またちょっと気になって４５分頃TVつけたもん。(笑

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

お腹痛いって力入らないし、

切ないよね。

なんか相変わらず食あたりの腹痛と今日女の子の日になったので

余計にお腹痛いってゆーね。（涙

心配してくれてありがとうねー。

去年の３月にも同じことして食あたりおこしてるんだよねー。

いかに学習能力がないんでしょ???（笑



なつみ（＠忠義）

心配してくれてありがとー♥

なんとか復活したよー。

今度は女の子の日になってお腹痛いんだけどね。

もうﾎﾝﾄついてないあたし。

いつまでお腹痛いんだか···｡（笑

ゆっちさん（＠博貴）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞの方にもｺﾒﾝﾄくださってますよね。

ｺﾒﾚｽ出来てなくてｺﾞﾒﾝなさいね。

ここ最近体調が思わしくないので

ついついｺﾒﾚｽが先延ばしなってしまいます。

でもなるべく頑張ってお返事しますので

これからもﾖﾛｼｸお願いしますね。

まひるも最近一応眠れるようになったんですよ。

お互い良かったですね♥

あ。まひるのﾌﾞﾛｸﾞが日課ですか???
ありがとうございます。

ゆっちさんのﾌﾞﾛｸﾞにも遊びにいかせていただきますね。

あき（＠すばる・忠義）

あ???気づきました???(笑
去年の３月にも常温で放置されたﾊﾞﾅﾅｵﾚを飲んで

食あたりおこしました。(笑
もうﾎﾝﾄｱﾎとしかいいようがないよね。

自分でもなさけなくなるよ。(笑
うちの冷蔵庫も結構危険なんだよね。

賞味期限切れのものたくさん入ってるから。

松田翔太はｶｯｺｲｲ♥

しかもｸｰﾙな役がよく似合う。

ﾗｲｱｰｹﾞｰﾑ見た???
めちゃくちゃ面白いよね。



2007.04.17 Tue いつも笑っていて欲しいから。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日もお昼ご飯を食べた後に

吐きました[:悲しい:]
お腹痛くてﾔﾊﾞｽだったよ[:悲しい:]
おまけに女の子の日になってお腹の上から下まで

激痛が走ってずっとお腹さすってた。

なので今日は夕飯抜きにして

落ち着いた今、ちょっとお腹空きました[:悲しい:]

今、花ﾊﾟﾊﾟ見てるんだけど

もう淳之の可愛いこと。(*´Д`*)♥ 
激しく萌えす[:ハート:]
最後の展開が意外だった。(笑
いや、将来的にはそうなるんだろうなって思ってたけど

もうですか???[:パー:]
なんか石原さとみのﾃﾝﾊﾟり具合があんまり好きじゃなくて

今週から見ないでいようと思ったんだけど

見てよかった[:ハート:]
いやー。毎週楽しみになりそうです[:ぴかぴか:]

昨日、KAT-TUNのﾗｲﾌﾞDVD見たよ〜ん[:ハート:]
まだ１度しか見てないから萌えﾎﾟｲﾝﾂはよくわからないけど

ｿﾛでよかったのは聖と上ﾌﾟと仁。

なんか見てて仁ﾁｬﾝが最初全然笑ってなくて

不安になった。

この頃から仕事休むこと考えてたのかなぁ???って。
でも途中で仁ﾁｬﾝが笑顔見せてくれたり

ゆっちとじゃれたりするの見てちょっと安心した。

なんか仁ﾁｬﾝって元々群れるの好きじゃないじゃない???
だから６人でいつもいることに疲れちゃったのかなぁ???



とかいろいろ考えてしまった。

あのｺﾝに入ったわけじゃないので

全部を通して仁ﾁｬﾝがどれだけ楽しそうにしてたか

わからないけどでも元気がないように見えたのは

まひるだけですか???
なんか昔はもっと楽しそうにしてたかな???って。
まぁ、仁ﾁｬﾝの気持ちは仁ﾁｬﾝにしかわからないことですが。

今、もし仁ﾁｬﾝが悩んでるとしたら

仁ﾁｬﾝの１番良いと思う方法をとって欲しいと思う。

でも仁ﾁｬﾝに戻ってきて欲しいって気持ちは

みんな一緒だと思うし、

仁ﾁｬﾝの笑顔をたくさん見たいなって思う。

いつも仁ﾁｬﾝには笑っていてほしいから。

忠義に笑っていて欲しいように

仁ﾁｬﾝにも笑っていて欲しい。

忠義にもいつも笑っていて欲しい。

忠義の笑顔がまひるの原動力だから。

泣いたり落ち込んだりすることもあるけど

でも忠義の笑顔があるから乗り越えていける。

いつも忠義と気持ちを共にしていきたいなって思う。

忠義の悲しい時はまひるも一緒に悲しんで

その悲しみが半減されたらいいなって思うし、

楽しい時は楽しさも倍増。

そんなｦﾀ生活が送れたら幸せだなって思う。

でも忠義にはまひるだけじゃなくて

もっともっとたくさんの支えてくれる人達が

いるし、力不足かもしれないけど

それでも忠義の力になりたいなって思います。

忠義と共に生きていきたい。

そう思います。

あと人のことを思いやれる人になりたいなって。

この人にこれだけしてあげたから自分にも

同じだけ返して欲しいとかじゃなくて



自分に戻ってこなくても

それでも人のことを大切に思える人になりたいです。

人のこと「使えない」とか言う人だけには

なりたくないなって。

そう思う人は心が狭いですよ。

自分の利害関係でしか友達作れないってことだもんね。

そんな器の小さな人にはなりたくないなって。

まひるのﾓｯﾄｰは「人に尽くし信じる心」です。

それに恥じない人間でありたいなって思います。

そりゃまひるも完璧な人間ではないので

至らない点たくさんあると思うけどでも

親切な気持ちは忘れたくないなって。

万人に好かれたいとは思わないけど

でも少しでも多くの人に理解して欲しいなって思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄをｱｯﾌﾟ

させていただきたいと思います。

なのでぜしぜしご参加ください。

他担の方もお気軽にどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.04.18 Wed ｽﾞｯｺｹ男道１位おめでとう!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾒﾛﾒﾛが変わりました。

名前は変わらずたっくん。です。

しかも前のﾒﾛﾒﾛの１歳の誕生日だったんだ。

今日。

そんなわけでﾒﾛﾒﾛも３代目になります。

ヨロシクです。

なんかむちゃ∞ﾌﾞﾘ面白くないんですけど[:汗:]
なんかﾛｹに出た人はいいけどあとヨコがいれば

番組が成立しちゃう気がするんですけど[:パー:]
なんか全然他ﾒﾝが生かされない。

まぁ、そこをどうやって食らいついていくかが勝負なんだろうけど。

来週はRIZEがｹﾞｽﾄだし、
たぶんｴｲﾄﾒﾝのﾊﾘｷﾘ具合も違うと思う。

逆に緊張してってゆう危険性もあるんだけど[:たらーっ:]
でもヨコヒナが居れば進行はうまくいくから

後は他ﾒﾝがどう絡んでくるかってことだね。

楽しみだなぁ[:ハート:]

あ。そだ。

「ｽﾞｯｺｹ男道」１位

おめでとう!!!!!
ぶっちゃけ１位が取れるなんて思ってなかったです[:たらーっ:]
だってｹﾂﾒｲｼさんと福山さんだよー。

絶対どっちかが１位だと思ってたから

ｴｲﾄが１位って聞いてすごく嬉しくて[:揺れるハート:]
なんかﾎﾝﾄにｴｲﾄ人気出たんだなぁってすごく実感しています。

ﾎﾝﾄここまで頑張ってきたんだなぁって。



これからももっともっと頑張って欲しいです。

ここまできたのはｴｲﾄﾒﾝ１人１人の頑張りがあったからこそだし、

努力が報われたんだなぁって思います。

こうやってじわじわとのぼりつめていったｸﾞﾙｰﾌﾟは強いと

思うよ。

ちゃんと１歩１歩大地を踏み固めてきたわけだから

ちょっとやそっとのことじゃ崩れないと思う。

いつだってそうやってきたよね。

松竹座から始まって今じゃﾄﾞｰﾑだもんね。

ﾎﾝﾄに事務所に入ってから長い道のりだったと

思うけど負けずに頑張ってきたからこそ

ここまでこれたわけだし、

でもこの結果に溺れずにもっと上を目指して

頑張って欲しいと思います。

最近ね、松潤が好きなんですよ[:ハート:]
ｶｯｺつけすぎだろー???っていうぐらいｶｯｺつけちゃうとことか。(笑
花男に侵食されすぎてますけど何か???[:パー:]
しかも今日、ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉあるし[:てれちゃう:]
あぁ。でも絶対彼氏には出来ないﾀｲﾌﾟだわー。

だって絶対いつも松潤に見合う女で

いなければならないわけでしょ???
たぶんずっと緊張してると思う。

うーん。もちろんそれは忠義も一緒なんだけど

忠義は慣れたらそんなに緊張しないと思う。

なんせ癒し系ですからね[:てれちゃう:]
なんかちょっとﾐｽしても笑って許してくれそうだし。

だから松潤とかはﾎﾝﾄ観賞用の男なわけですよ[:パー:]
まひるは自分がどんくさいから絶対それを

笑って許してくれるような人じゃないと無理。

そんなわけでどんくさい女ですけど

大倉忠義さんﾖﾛｼｸお願いします[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄをｱｯﾌﾟさせていただきますので

ぜしぜしご参加ください。

他担の方のご参加も大歓迎です[:ハート:]

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

励みになりますので

お気軽にｺﾒﾝﾄください。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.04.19 Thu 忠義生誕８００８日目に思うこと。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

地味に忠義の誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果を

まとめる作業に入ってます。

ｱﾝｹｰﾄまだまだ実施してますので

お気軽にご参加ください[:ハート:]
予定としてはまとめるのに時間がかかると思われるので

５月９日までの実施予定です。

誕生日当日にｱｯﾌﾟ目標に頑張りますので

ご協力ﾖﾛｼｸお願いします[:ぴかぴか:]
何気ﾃﾝﾌﾟﾚの方は作った。

誕生日ﾘﾇ。

しかも１回作って気に入らなくて作り直した。

まぁ、いつもとなんら変わりはないんですけど[:パー:]

そうそう、今日で忠義が生まれてから８００８日目になります[:ハート:]
８０００日目の時お腹痛くてたいしてｺﾒﾝﾄできずにいたので

今日はちょっとｺﾒﾝﾄしますねーん[:ハート:]
忠義、誕生から８００８日目おめでとう!!!!!
忠義が生まれてきてくれたこと感謝しています。

忠義にはいつも助けてもらったり励ましてもらったりばっかで

まひるは何も返すことが出来てないけど

いつかめんと向かってありがとうって言えたらいいなって

思います。

忠義にとって８００８日は良いことばかりではなかったかも

しれない。

きっと悲しいこと、悔しいこと、怒ったこと、笑ったこと

嬉しかったこと、つらかったこと

たくさんの忠義がいたと思う。

でもそれがすべて今の大倉忠義を作ってきたんだと思うし、

忠義にとって素晴らしいと言える人生だったらいいなって思います。

これからも努力を惜しまない大倉忠義でいてください。



それがすべてあなたの力になるのだから。

そんな大倉忠義が大好きです[:ハート:]

なんか毎日を生活していく中で

ふと忠義今何してるんだろうなぁ???とか考える時があります。
仕事してる時とか今、忠義も仕事してるのかなぁ???とか
ﾍﾞｯﾄﾞの中に入って忠義まだ起きてるかなぁ???とか
[:携帯:]してる時も今誰かと[:携帯:]してるかなぁ???
とかちょっとしたことで考えたりします。

前はね、すごく女性の影とか気にしてたのね。

まひるは忠義のこと好き好きって言うけど

結局関ｼﾞｬﾆ∞の大倉忠義しか知らないわけでしょ???
でも忠義の周りにいる女の子は

１人の男性としての大倉忠義も知ってるわけでしょ???
そうゆうこと考えてすごく落ち込んだりもした

でもなんか吹っ切れたんだよね。

関ｼﾞｬﾆ∞の大倉忠義しか知らないけど
でもそれはまひるの知ってる大倉忠義。

優しくてｴﾛくて天然で食べるのが大好きで

宵っ張りの朝寝坊で何事も一生懸命でﾌｧﾝ思いで

仲間を大切にする。

そんな大倉忠義が好きですけどいけませんか???
時々好き過ぎてつらくなることもあるけど

それでも大好きなんです[:ハート:]
一方的な想いだけどでもこの想いは本物だよ[:ハート:]
好きなんて言葉じゃ片付けられない程胸いっぱいに

なってしまう時もあるけど

それでも大好き[:ハート:]

愛してます[:揺れるハート:]



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いの言葉などｱｯﾌﾟ

させていただきますので

ぜひぜひご参加ください。

もちろん他担の方の参加もお待ちしてます。

ｱｯﾌﾟの都合により５月９日までの実施となりますので

ﾖﾛｼｸお願いいたします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

励みになりますのでお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.04.20 Fri あなた帰りし日に思うこと。

仁ﾁｬﾝ

おかえりなさい!!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ちょっと前にKAT-TUN担が不安になるようなｺﾒﾝﾄした
ばっかりで反省してたんだけど

仁ﾁｬﾝが帰ってきたよ[:ハート:]
なんか仁ﾁｬﾝのｺﾒﾝﾄ聞くまで不安で不安で

たまらなかった。

でもいくらか痩せたけど笑顔の仁ﾁｬﾝがいた。

すごく嬉しかった。

仁ﾁｬﾝおかえりなさい。

今でも変わらず仁ﾁｬﾝのこと応援してるので

やっぱり戻ってきてくれたのがﾎﾝﾄに嬉しい。

他ﾒﾝが仕事でNYに行った時に
ｶﾞﾁで話し合いがあったと聞いたんだけど

その時、仁ﾁｬﾝはやめることも考えていたのだろうか???
いや、もしやめると考えていたら

頑固な仁ﾁｬﾝだからきっと誰が何を言ってもやめていただろう。

でも残された５人も不安だったんだなぁって思った。

やっぱりﾛｸｰﾝだよね[:ハート:]
仕事から帰ってきてそれ一発目で見て

昨日から帰国したって聞いてﾄﾞｷﾄﾞｷで

あんまりよく眠れなかったから

もういろんなことが頭の中駆け巡って

もうおかえりなさいの言葉しか浮かばなかった。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにおかえりなさい[:ぴかぴか:]

つーか最近[:携帯:]の電池が全然もたないの[:悲しい:]



半日ぐらいでそんなに使ってないのに充電してくださいってなるの。

来月で１０ヶ月なんだけどなぁ。

機種変したいなぁ[:たらーっ:]
ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ見に行こうかなぁ

欲しいやつがあるんだよねー[:ぴかぴか:]
実物見たことがないからなんとも言えないんだけど[:汗:]

昨日ﾚｺﾒﾝを聴こうと思ったら１時過ぎてた

もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞのﾃﾝﾌﾟﾚ変えたりしてたからなぁ。

ちょっと用事もあったし。

で、ﾊﾞﾀﾊﾞﾀしてたら１時過ぎてた。

まひるはいつになったらﾚｺﾒﾝが聴けるんでしょう。

ﾈﾄﾗｼﾞの文化放送が復活してくれたら

たぶん聴けるんだと思うんだけど[:たらーっ:]
ヨコﾁｬﾝ ヒナﾁｬﾝ がー!!!!

やっと腹痛から脱出したよ[:チョキ:]
もう１０日ぐらいかかったってばよ[:パー:]
ﾏﾝ脱出。（笑

やっぱりいつもの便秘でいいです[:ぴかぴか:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄｱｯﾌﾟさせていただきますので

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ぜしぜしご参加ください。

一応目安として誕生日当日にｱｯﾌﾟ出来たらいいなって

思ってるので５月９日までｱﾝｹｰﾄは実施しています。

他担の方も大歓迎です。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。



2007.04.24 Tue ちょいお久。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

３日間の放置すみません[:悲しい:]
仕事が忙しかったので。

どうしても週末は仕事が終わるのが２１時なので

帰ってきてご飯食べてお風呂入って寝るって感じで

ﾌﾞﾛｸﾞ更新するのはよっぽど余裕がないと出来ない。

ﾎﾝﾄｺﾞﾒﾝなさい。

やっと週に１度のお休みｻﾞﾏｽ[:ハート:]
とりあえず５月いっぱいまではそんな感じに

なりそうです[:悲しい:]
何気忙しいです[:悲しい:]
あぁぁぁぁぁあ。

木曜日お休みじゃないなんて

NARUTO見れない
ﾚﾝｼﾞｬｰ が１８時に

見れない。

ｿｯｸﾐｰ[:悲しい:]
まぁ、1ヶ月の我慢ですわ[:悲しい:]
出れる時に出ておかないと後で休みの融通がきかなくなるし、

それに今月休んだ分取り返さないとね[:ぴかぴか:]
ﾉﾙﾏとかいろいろ。

頑張ろう[:グッド:]

今日、朝一で[:病院:]行ってきた。
夕方から[:あめ:]とか言ってたし、午後から起きて
出かけるとそれで１日終わってしまうから

早めに起きて行って来た[:ぴかぴか:]
で、帰りにKAT-TUNのｱﾙﾊﾞﾑ買ってきた[:ハート:]
今聴いてます[:ハート:]
淳之のｿﾛはありなのか???
ﾃﾗﾜﾛｽ。



ｷｬﾗ的に淳之っぽいって言えば淳之っぽいけど

でも今までの淳之ｿﾛになかった感じ。

でもﾀｲﾄﾙもすごいｶﾜｲｲ(○´艸`)。
うーん。ｱﾙﾊﾞﾑ的にはやっぱり仁の声が入ってなくて

ﾊﾟﾝﾁに欠ける。

なのでDISC 2ばっかり聴いている。
懐かしい曲ばっかりだけどCDになって欲しかった曲ばっかりだから
嬉しい[:ハート:]
すごくたくさんの思い出のある曲ばかり。

仁担として聴いていた曲。

KAT-TUNにはそんな曲がたくさんあります[:ハート:]
仁担だった期間は短かかったけど

でも仁ﾁｬﾝは事務所に入った当初から応援してたし、

KAT-TUNも結成当時から応援してた。
だからKAT-TUNというｸﾞﾙｰﾌﾟにすごく愛着があるし
大切に思ってるｸﾞﾙｰﾌﾟの１つでもあるんだよね[:揺れるハート:]
今でも仁ﾁｬﾝや淳之のことは好きだなって思うことあるし。

忠義を思う好きとは違うけどね[:てれちゃう:]

そうそう、後輩のﾊﾞﾝﾄﾞの練習を見てあげることになった。

たまたま昨日ﾊﾞﾝﾄﾞ始めたんですけどーみたいな話になって。

でも初心者ばっかりの集まりだから不安みたいだったので

ちょっとなら練習見てあげられるよって言ったのが始まり。

まひるもたいしてうまくはないんですが

とりあえずﾄﾞﾗﾑもｷﾞﾀｰもﾍﾞｰｽも出来るので

初心者に教えてあげることぐらいは出来るかなって。

そんなわけでまひるも一応練習始めました。

ちょっと楽しみです[:ハート:]
まだ昨日そんな話になったばっかりなので

まだ１度もﾒﾝﾊﾞｰに会ったこともなければ

腕前も知らないのですがすでに不安なのはﾎﾞｰｶﾙ。(笑
そうなんです。

まひるの後輩がﾎﾞｰｶﾙなんです[:たらーっ:]
もう後輩が全然歌なんて歌えるの???ってぐらい
普段から声も小さいし、おとなしいんですよ。

なんか独り言をﾌﾞﾂﾌﾞﾂと言ってるような子で。(笑



不安です[:悲しい:]

さすがに２時に寝て８時に起きると眠いね[:悲しい:]
仕事の時は気合入れてるから眠いのは最初だけなんだけど

休みの日はいつでもｺﾞﾛﾝﾁｮ出来る場所があるわけ

じゃないですか???
だからすごい眠い[:眠たい:]
今日そう思ってたりするとｴｲﾄの番組があったりするんだよねー[:悲しい:]
むちゃ∞ﾌﾞﾘじゃないですか???[:パー:]
花ﾊﾟﾊﾟ見て爆睡しようと思ってたのに。(笑
しかもまだ見てないﾋﾞﾃﾞｵ溜まってるし。

ﾌﾟﾚﾐｱﾑもだし、紳助さんの番組もまだだし。

もっと言えばむちゃ∞ﾌﾞﾘの１回目見てないし。
紳助さんの番組面白そうだなぁ[:揺れるハート:]
あ。全然知らなかったんだけどほんじゃに終わるんだね[:悲しい:]
ほんじゃに好きだったのに。

次はどんな番組が始まるんだろ???
新番組の番協が募集出てたのは知ってたんだけど[:汗:]
だからなんとなくほんじゃにが終わるのかなぁって予測は

してたけど

でもｴｲﾄも大変だなぁ。

番組の編成の時期だからって新番組ばっかりじゃ

なかなかﾍﾟｰｽつかめないだろうに。

つーかｴｲﾄのｱﾙﾊﾞﾑっていつ発売なんだろ???
ﾂｱｰまでには間に合わせたいみたいに言ってたから

てっきり５月ぐらいには出ると思ってたのに

６月ぐらいになりそうだね[:悲しい:]
でもそしたらそろそろ発表になってもいい頃だよね。

気になって夜も眠れやしない。

（↑爆睡ですけど何か???[:パー:]

あ。空たん（＠章大）から聞いたんだけど

山梨公演の当落４月末に聞けるんだってね。



うーわ。ﾄﾞﾁﾄﾞﾁﾊﾞｸﾊﾞｸ[:ラブ:]なんですけど[:パー:]

内容がないよー[:パー:]
だけどﾊﾞｲﾁｬﾗﾊﾞｲ[:チョキ:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄなどｱｯﾌﾟさせていただきますので

ぜしぜしご参加ください。

ｱｯﾌﾟは出来るだけ５月１６日誕生日当日に間に合わせたいので

締め切りは５月９日までにさせていただきました。

まだの方はぜしぜし。

他担の方も大歓迎です。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

明日できたらやりますねーん[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.04.25 Wed 書きたいことたくさん。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

キタ━━━(;´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀)━━━━!!!

いやぁ、山梨公演１部２部両方取れてましたー[:拍手:]
とりあえず今のとこ山梨しか行く予定がないので

良かったです[:ハート:]
しかも今回は空たん（＠章大）と一緒です[:ハート:]
去年山梨公演ハズレて運よく譲ってもらえたから

良かったものの今年はﾘﾍﾞﾝｼﾞです[:ハート:]

韓国は交通事故の多いとこだと聞くけど

１９日にｼｭｼﾞｭのﾒﾝﾊﾞｰの乗った車が事故にあいました。

ｲﾄｩｸとｳﾆｮｸとｷﾞｭﾋｮﾝとｼﾝﾄﾞﾝが怪我をしたらしいんだけど

これが思ってたより大きな事故だったようです。

ｲﾄｩｸの顔と体からｶﾞﾗｽの破片を取る手術は無事に

終わったようですが

ｷﾞｭﾋｮﾝがあんまり良い状態ではないようで

結構深刻らしいです。

１日も早く１３人揃ったｼｭｼﾞｭが見たいです。

ｼｭｼﾞｭはしばらく活動を休止するようです。

ﾋﾁｮﾙもﾌﾞﾛｸﾞを閉じてしまったし、

なんか最近いろんなことがあって複雑な心境です。

話は変わるんですが

昨日の花ﾊﾟﾊﾟ良かったです[:ハート:]
もう田口さんがいいやつ過ぎる!!!!!
すごく可愛らしいｶｯﾌﾟﾙで微笑ましいです[:ハート:]
でもﾁｯｽした???
よく見えなかったんだけど



なんか途中からﾔﾊﾞｲ!!!!
ｷｽしそうな空気だと思ってﾄﾞｷﾄﾞｷしてて

唇が触れたような触れなかったような。

あぁぁぁぁぁあ。

ﾄﾞﾗﾏとか出ると嬉しいけど

ｷｽｼｰﾝが怖いよ。

まさかこんなに早く田口さんのﾁｯｽｼｰﾝを見るとは

思ってもなかったｯｽ[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 

で、むちゃ∞ﾌﾞﾘ。
RIZEさまがｹﾞｽﾄです。
めちゃめちゃみんなﾃﾝｼｮﾝ高い高い。

でもﾛｹの忠義のﾃﾝｼｮﾝの低さってゆーか

あのｷｬﾗは何ｷｬﾗ???
しかも原哲夫先生にむちゃﾌﾞﾘしすぎです!!!!
ｹﾝｼﾛｳ書いてくださいって。

びっくりしたわー[:びっくり:]
なんか今回が見てて１番ﾃﾝｼｮﾝが上がった[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
まずRIZEがｹﾞｽﾄで駄々上がり[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
忠義がﾛｹで駄々上がり[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
原哲夫先生のｲﾗｽﾄで駄々上がり[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
ﾏｼﾞね、北斗の拳とか大好きだからね[:ハート:]
（↑少年ｺﾐｯｸ大好きなあたくし。

そしてKAT-TUNのｱﾙﾊﾞﾑにﾊﾏった。
特にｿﾛ曲が大好きです。

もう淳之のｿﾛに爆笑。

誰かｶﾗｵｹで歌ってー[:ハート:]
田口さん、ﾅｲｽｷｬﾗだよ[:パー:]
そして聖のｿﾛ。ｴﾛｲです[:ラブラブ:]
歌詞見れば見るほどｴﾛｲです[:てれちゃう:]
しかも歌い方ももっそいｴﾛｲです[:ラブ:]
つーか亀ﾁｬﾝのｿﾛが「ﾏﾀｱｲﾏｼｮｳ」に似てると思うのは

まひるだけですか???



でも亀ﾁｬﾝのｾﾘﾌ部分がもっそいﾄﾞﾁﾄﾞﾁ[:ラブ:]
ゆちの歌もすごく繊細な感じが出てて好きだし、

上ﾎﾟも上ﾎﾟらしさが出ててすごく好き[:ハート:]

もう今日話の１つ１つがもっそい中途半端なんだけど

ｺﾞﾒﾝなさい。

書きたいことがたくさんあるから

とりあえず箇条書きみたくしたんだけど

ﾎﾝﾄは全部ちゃんと書きたくて。

でもすっごい疲れてて１つ１つ細かく書けなくて

ｺﾞﾒﾝなさい。

今日はこれで許してください[:悲しい:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いの言葉などｱｯﾌﾟさせていただきますので

ぜしぜしご参加ください。

ｱｯﾌﾟ日を誕生日当日に考えているので締め切りを

５月９日までとさせていただきます。

他担の方もぜしぜし。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。
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2007.04.26 Thu 自分らしさ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんか[:パソコン:]ﾒﾓﾘｰ増設しないと
ﾀﾞﾒみたいです。

もうとにかく起動がとろくてﾀﾞﾒです。

文字の変換も遅い時あるし[:悲しい:]
とりあえず電機やさんに行ってきますわ。

ﾒﾓﾘｰたぶん取り寄せになると思うから

GW明けにでもお店に行ってきまふ[:ぴかぴか:]
でもﾒﾓﾘｰ増設のやり方忘れた[:悲しい:]
前回やった時は古い[:パソコン:]で６年ぐらい前になるもん。
そりゃ覚えてないって[:パー:]
とりあえず本屋でﾊﾟｿ雑誌立ち読みしてこよ。

で、ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ。

松潤のﾀﾞﾒﾀﾞﾒっぷりが新鮮です[:ぴかぴか:]
でもいつかは挽回していくんだろうななんて

思いながら見ています[:ハート:]
なんか佐藤隆太さんに「ﾊﾞﾝﾋﾞ!!!!」って言われると
どうしても翔くんの顔が浮かんできます。

でも翔くんにはあんなきつい呼び方しないけど[:パー:]
なんか面白くてあっという間に２話が終わる時間に

なってて[:たらーっ:]
いつもならCMのたびに時計見たりして
あと２０分かぁなんて思ってるんだけどね。

でもﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉはそれがない。

あのｽﾋﾟｰﾄﾞ感溢れる感じがいいんだろうね。

来週も楽しみです[:ハート:]

あ。そだ。昨日書き忘れたんだけど

ｾｸｼｰﾎﾞｲｽ＆ﾛﾎﾞを見てたんですね。



最後にすごい良いこと言ってました[:ぴかぴか:]
自分のやりたいことだけをやるのが自分らしさではなくて

押し付けられた仕事、ｲﾔな仕事でも

自分のやり方でこなしていくのがﾎﾝﾄの自分らしさだと。

すごく納得してしまいました。

与えられた仕事を自分のやり方でこなす。

まさにその通りだと思いました。

でも松山ｹﾝｲﾁはLの時が最高だけどね。(笑
なんか松山ｹﾝｲﾁってすごい俳優さんなんだなぁって

改めて実感しました[:ぴかぴか:]
だってﾎﾝﾄ役になりきってるんだもん。

ﾃﾞｽﾉの時も完全にLだったし、
今も完全にｦﾀｸだし。(笑
同じ人には見えない。

ﾄﾞﾗﾏ自体はすっごいくだらないことやってるんだけど

その中にすごいﾋﾝﾄが隠されてて

そうゆう意味ではすごく面白いﾄﾞﾗﾏだなって。

つーかかなりお疲れﾓｰﾄﾞ炸裂してるので

今日は早く寝ようと思います。

あぁぁぁぁぁあ。

まだﾚﾝｼﾞｬｰ 見てないし[:悲しい:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄをｱｯﾌﾟさせて

いただきますのでぜしぜしご参加ください。

誕生日当日ｱｯﾌﾟ予定ですので締め切りは５月９日までと

させていただきます。

ﾖﾛｼｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださいませませ[:ハート:]



2007.04.27 Fri ５ヶ月の試練。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

６時間しか寝てないのに

案外元気なまひるです。

６時間睡眠って普通の人からしたら

全然普通の睡眠時間なんだけど

睡眠薬を大量に飲んでるまひるにはかなり

眠いんですよね[:眠たい:]
でも疲れが取れてて良かったです[:ハート:]

今日ｺﾒﾚｽやろうと思ったんだけど

時間が遅くなっちゃったんでｺﾞﾒﾝなさい。

来週やりますねーん[:ぴかぴか:]
ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい[:悲しい:]
いつもたくさんの方がｺﾒﾝﾄくださるのに

申し訳ないです[:悲しい:]

そうそう、まひるは[:パソコン:]富士通を使ってるんですが
昨日富士通のﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ見たんですよ。

まひるの[:パソコン:]にあうﾒﾓﾘｰを探そうと思って。
そしたら該当する純正のﾒﾓﾘｰが出てこなくて[:悲しい:]
やっぱり電機やさんに行かないとﾀﾞﾒっぽいです。

電機やさんで調べてもらおー[:ぴかぴか:]
もうｷｰﾎﾞｰﾄﾞなんて磨り減っちゃって

半分ぐらい文字が消えてるもんね。(笑
ﾒﾓﾘｰ増設して後２年ぐらい使えたらいいなって思ってます[:ハート:]
それまでにﾊﾟｿｺﾝ貯金をしておかないとなぁ。

頑張ってﾊﾀﾗｺ[:猫2:]
なんか欲しいものがあったり忠義に会えると思うと

仕事も頑張れるよね[:ハート:]
多少疲れてても早く寝て明日また頑張ろうって気持ちになれる。



よっしゃー[:グー:]
なんか新しい[:パソコン:]も欲しいなって思うけど
今の[:パソコン:]にすごく愛着があって出来るだけ
手放したくないんだよね[:ポロリ:]
すごく使いやすいし[:ハート:]
それにやっぱりﾏｲﾊﾟｿが使えるのが嬉しい[:ハート:]
ﾌﾞﾛｸﾞ始めた時は家の会社の[:パソコン:]使ってたから
結構不便で[:汗:]
あれでよく１年近く更新してたなぁって。(笑
寒さで手が凍えたり暑さで汗だくになったりとかしてた。(笑
今思えば懐かしいよ[:ぴかぴか:]

今日、ｦﾀ誌買ってCD買ったのね。
滝つとKAT-TUNの通常盤。
そしたらお店の人に「ｼﾞｬﾆｰｽﾞはみんな好きなんですか???」って
聞かれた。

「はい。」って答えた。（笑

でもｷﾝｷとか最近買ってないし。

Vとかも最近ｼﾝｸﾞﾙは買ってないし。
嵐も持ってないｱﾙﾊﾞﾑとかあるし。

欲しいけどさすがにどれもこれもってわけにはね。

でも「ﾄﾘｵ·ｻﾞ·ｼｬｷｰﾝ」のｼﾝｸﾞﾙは買おうと思ってるんですけど[:パー:]（笑
剛つん好きなまひるなのでした[:ハート:]

そういえば最近ｴｲﾄのことあんまり書いてないよね。

なんか４７都道府県ﾂｱｰが始まるのももうすぐだね。

いつもだったら絶対横Aにも行くと思うんだけど
なんか今は仕事頑張りたくて。

休んだ分も挽回しなくちゃならないし。

きっとﾂｱｰが始まったら悶々とした日を送ることになると

思うんだけどでも会えない数が多い程

会えた時の感動も大きいし、

時には我慢も必要だと思うんだよね。

会えることが当たり前だと思っちゃいけないと思う。

すごくすごく貴重な時間なわけでしょ???



ｴｲﾄがﾌｧﾝのために作ってくれる貴重な時間。

eighterがｴｲﾄと過ごすために作る貴重な時間。
その中に自分がいるんだなぁって。

その２つが重なって出来る貴重な時間。

大切にしなくちゃいけないんだなぁって思う。

だから数はたくさん行けないけど

１つ１つの公演を全力で応援したいと思う。

忠義 にも最高の笑顔を見せられたらいいなって。

また山梨に来てもらえるような最高のﾗｲﾌﾞに

出来たらいいなって思う。

せっかく山梨両部当たったんだから

楽しみたい[:ハート:]
とりあえず今のとこ最後に会ったのが２月２５日で

次に会うのが７月１５日でしょ???
約５ヶ月忠義に会えないわけだけど

たぶんﾃﾞﾋﾞｭｰしてからそんなに会えなかったことって

ないんじゃないかなぁ。

だから自分にとっていい意味で試練だと思うし、

その間に成長しなくちゃって思う。

だからまず仕事頑張る。

自分のために。忠義のために。

そう思わせてくれる忠義に感謝しています[:ぴかぴか:]

ありがとう。忠義。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いの言葉をｱｯﾌﾟさせて

いただきますのでぜしぜしご参加ください。

誕生日当日ｱｯﾌﾟを目標としてるので

５月９日には締め切りますので

まだの方はぜしぜし

他担の方も大歓迎です。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

励みになりますのでお気軽にｺﾒﾝﾄして

いただけると嬉しいです[:ハート:]



2007.04.28 Sat 幸か不幸か???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

キタ━━━(;´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀)━━━━!!!

今日ｼﾞｬﾆWebから忠義の写真届いたんだけど何???
これ以上まひるを誘惑するのはやめてください[:ラブラブ:]
ﾏｼﾞ何なの???
この大倉忠義ってゆー人

ﾏｼﾞ死んじゃうんですけど!!!!![:パー:]
もうﾎﾝﾄ無理!!!!
忠義より良い男なんて見つけられない[:悲しい:]
このままじゃまひるたん結婚できません[:パー:]
いや、ﾏｼﾞで。ﾏｼﾞで。

もう大倉忠義のすべてがﾄﾞﾝﾋﾟｼｬなんですもん[:ハート:]
大好きすぎて無理!!!![:パー:]
あーぅ。

もうなんで出会ってしまったんだろ。

なんか知らない方が幸せだったかもとか思っちゃうぐらい

無理なんですけど[:パー:]
ﾎﾝﾄ今までこんなに人のこと好きって思ったことないぐらい

大好きなんですけど[:ハート:]
もうある意味幸せなのか不幸なのか

わからなくなくなってきたよ

大倉忠義ってゆう文字を見ただけで萌え死しちゃうぐらい

病気ですけど何か???[:パー:]
もう黒いｼｬﾂも好き[:ハート:]
ｼｬﾂから覗くﾈｯｸﾚｽも好き[:ハート:]
ちょっと濡れた髪も好き[:ハート:]
口角ｷｭｯｽﾏｲﾙが好き[:ハート:]
優しく微笑む笑顔が好き[:ハート:]
首筋がｾｸｼｰで大好き[:ハート:]
もう今日の写真の大倉忠義のﾋﾞｼﾞｭｱﾙ１００点満点なんですけど[:パー:]



なんでこんなに男前なんだ???[:ラブラブ:]
(*´д`)ｱﾊｧ。
２１歳でこの色気は反則ですけど何か???[:パー:]
ちょっと前まで可愛らしい感じだったのに

すっかり男前になってもうた[:てれちゃう:]
(*´д`)ｱﾊｧ。
もう誰かまひるの暴走を止めてー!!!![:てれちゃう:]

あ。ｱﾙﾊﾞﾑ６月発売みたいだね。

ｿﾛも入るとか[:ハート:]

ﾏｼﾞでか???

忠義どんな曲歌うんだろ???
もうﾎﾝﾄ悶絶死するんですけど[:パー:]
無理!!!![:てれちゃう:]
ﾎﾝﾄに無理!!!![:てれちゃう:]
可愛いけど(○´艸`)ｾｸｼｰな大倉忠義さんが大好きです[:ハート:]
もう今日、それしか言ってない[:パー:]
いやーん[:揺れるハート:]
ﾊﾞｶｰﾝ[:揺れるハート:]
仕事の疲れも吹っ飛んだよ[:ハート:]
ﾏｼﾞ癒される[:ハート:]

逝ってきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄｱｯﾌﾟさせていただきますので

ぜしぜしご参加ください。

誕生日当日に間に合わせたいので５月９日に

締め切りますのでﾖﾛｼｸお願いします。

ｱﾝｹｰﾄにはﾃﾝﾌﾟﾚの右側にﾊﾞﾅｰがありますので

そこから飛んでくださいまし[:ハート:]

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

励みになるのでお気軽にｺﾒﾝﾄいただけると

嬉しいです[:ハート:]



2007.04.30 Mon 忠義の理想って???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

すごい疲れてて一端寝たんだけど

１時間半ぐらいで目が覚めちゃって

のども渇いていたので起きてお茶飲んでたら

「じゃ、ﾌﾞﾛｸﾞも更新しようか」と言う勝手な流れにより

ﾌﾞﾛｸﾞを更新します[:パー:]

さてさて昨日のやりすぎｺｰｼﾞｰ眠いながらに見ますた[:ハート:]
もうWｺｰｼﾞｰがｼﾞｬﾆｰｽﾞに意外と詳しかったので
結構話も盛り上がって面白かったです[:ハート:]
うーん。やりすぎｺｰｼﾞｰは毎週ではないけど

眠れない夜とかよく見るんですよ[:たらーっ:]
なので結構どんな番組かも知っていたので

楽しかったですね[:ハート:]
なんかヨコの話も一段と冴えてましたし[:パー:]
今田さんの隣に座ってたわけですが

今田さんがなんか雰囲気がｼﾞｬﾆｰｽﾞじゃないって言ってて

東野が隣にいる気分って言ってました。

なんかすばﾁｬﾝもそんなにしゃべってなかったけど

でもﾎﾝﾄにﾃﾝｼｮﾝ高くて面白かった[:ハート:]

話は変わって「Ray」のヒナﾁｬﾝとすばﾁｬﾝの対談面白かった[:ぴかぴか:]
なんか８０％女の子の話しかしてないんですけどね[:パー:]
でもあんなにぶっちゃけて女の子の話することって

あんまりないからすごく感心したりして

なるほどなぁなんて思ったりして。

ぜひぜひ他ﾒﾝの対談も見たいものです[:てれちゃう:]
でも忠義のなんて見ちゃったらｼﾞｪﾗっちゃって

後ろに吹っ飛ぶかもしれません[:パー:]
でもそれ読んで少しでも忠義の理想の女像に近づきたいと



思うのがﾌｧﾝ心理じゃないですか???
なので忠義も対談やりましょう!!!!![:グッド:]

なんか疲れで体調崩したのかのどが痛いんですよ[:悲しい:]
とうとう風邪をひくのか???
しかももう５月だというのに[:パー:]
それとも何か他の病気???
何事もなく終わればいいんですけど[:パー:]
これ書いたら即効寝よ[:眠たい:]

あぁ。１週間のお楽しみのﾗｲｱｰｹﾞｰﾑを昨日見ました[:てれちゃう:]
なんかまた面白そうな展開になってて

来週が楽しみです[:ハート:]
怪しいとされてるXなんですがなんか１５番の女の人だとは
限らないじゃないですか???
戸田えりかに結構話かけてくる男の人の行動も

怪しいなって思ってて。

でも松田翔太の天才詐欺師ぶりもさまになってて

ｷﾞｻﾞｶｯｺﾖｽ[:ハート:]
まひるも知りたいです。

なぜ秋山さんが詐欺師なんかになったのか。

もしかしてｸﾛｻｷﾞとか???(笑
最近詐欺師がｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟされたﾄﾞﾗﾏが多いけど

決して詐欺師を正当化しちゃいけないんだなって思います。

一見ｽﾏｰﾄでｶｯｺｲｲ主人公だけど

やっぱり犯罪者なわけですし。

ｸﾛｻｷﾞみたいなのはﾎﾝﾄしてやったりで

ちょっとｽｶっとするんですけど。

あるﾌﾞﾛｸﾞを発見しました。

本人のような本人じゃないような。

なんか情報が少なすぎて確信するには

安易過ぎるんですよねー[:悲しい:]
でも本人じゃなくてもなんかちょっと癒される自分がいるんです。



ﾅﾘでもほっとしてしまう自分。

まだﾅﾘって決まったわけでもないんですけどね。

なんか少しでも確信が欲しくて

更新が楽しみです[:ハート:]
でもﾅﾘだったらひどい話ですよねー。

たくさんの読者さんだましてるんですもん。

誰か教えてくれー!!!!

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄなどをｱｯﾌﾟさせて

いただきますのでぜしぜしご参加ください。

一応誕生日当日にｱｯﾌﾟ出来たらいいなって思ってるので

５月９日には締め切らせていただきますので

まだの方はお急ぎください。

もちろん他担の方も大歓迎です。

ｱﾝｹｰﾄにはﾃﾝﾌﾟﾚの右側のﾊﾞﾅｰから飛べますので

ﾖﾛｼｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

励みになりますのでぜしぜしお気軽にｺﾒﾝﾄ

くださると嬉しいです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.05.01 Tue ★ｺﾒﾚｽ★

久々になってしまって

ｺﾞﾒﾝなさい。

ｺﾒﾚｽやろうと思います。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

ｺﾒﾚｽ

みおり（＠忠義）

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

結希（＠すばる）

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

ちほさん

ゆか（＠忠義）

なつみ（＠忠義）

空（＠章大）

杏菜ﾁｬﾝ

ゆっち（＠博貴）

ゆいﾁｬﾝ（＠忠義）

ナオﾁｬﾝ

ありさ（＠博貴）

栞さん

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄなどｱｯﾌﾟさせて

いただきますのでまだの方はぜしぜしご参加ください。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


誕生日当日ｱｯﾌﾟを予定してるので締め切りを

５月９日までとさせていただきますので

ﾖﾛｼｸお願いします。

ｱﾝｹｰﾄはﾃﾝﾌﾟﾚの右側にﾊﾞﾅがあるので

そこから飛んでくださいねん。 みおり（＠忠義）
４日の１部と６日の１部かぁ[:ぴかぴか:]
いいなぁ[:ハート:]
横A行きたいんだけどねー。
仕事休めなくて[:悲しい:]
GWは稼ぎ時だからね[:汗:]
人足りないぐらい。

ｸﾞｯｽﾞすごくたくさん出るねー。

１万円超えそうだよ。

勉強とﾊﾞｲﾄの両立大変だと思うけど

負けずに頑張ってね[:ハート:]
それでこそ真のeighter。(笑
まひるもｴｲﾄは大好きだけどそれで仕事おざなりになったり

したくないんだよね。

だからｴｲﾄに会えなくても仕事は頑張る。

山梨公演行けるわけだし。

いえいえこちらこそ相ﾘﾝありがとねーん[:ハート:]
ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ面白いよね。

なんかあのｽﾋﾟｰﾄﾞ感溢れる感じとかすごいなって思う。

「ﾁｬﾝｸﾞﾑの誓い」ってﾁﾗっとしか見たことないんだよねー。（笑

あ。ｺﾒﾝﾄのことは(・ε・)ｷﾆｼﾅｲ!!で。
まひるも名古屋とか申し込もうと思ったんだけど

ﾎﾝﾄ最低限しか申し込まなくて。

でもそれがかえってよかったみたいで

当たりました。

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

お腹弱いと切ないよね[:汗:]
まひるは普段便秘気味だからちょっとお腹緩いと

不安になる。(笑
横Aと三重行けることになったんだ???
良かったねー[:ハート:]



まひるは山梨だけだけど楽しもうと思ってます。

お互い楽しもうね[:ハート:]
やっぱり地元は行きたいよね。

ﾁｹｯﾄ見つかるといいね。

でも６公演行けるのがすごく羨ましい。

土日休みの仕事だったら最低月１でｴｲﾄ見れたのかなぁと

思うとちょっと悲しい[:悲しい:]
なんかいつもだったらヨコが仕切るのに

忠義が仕切ってて可愛いなって思いました。

何ｷｬﾗかわからなかったけど。(笑

結希（＠すばる）

見返り求めたりしてると疲れちゃうよね。

確かに見返りって求めがちだけど

でも自分次第でどうにでもなるよね。

確かに悔しい思いをする時もあるけど

でも出来るだけ見返りは求めず

まさに「人の幸せが自分の幸せ」だよね。

そうやって生きてた方が精神的にもﾎﾝﾄはﾗｸなんじゃないかって

思う。

もっと広い心で世の中見れたらいいなって

思います。

地元神戸ﾊｽﾞﾚたんだ???
なんか地元ぐらい当ててくれよーってすごい思う。

今回はまひるも運良く当たったけど

去年全滅したからね。

気持ちわかるよ。

でも広島に行けるみたいでよかったです[:ハート:]
韓国はﾎﾝﾄ交通事故多いみたいで去年はﾋﾁｮﾙが事故に

あったんだよね。

だから今回の時もまたｼｭｼﾞｭのﾒﾝﾊﾞｰが???って
すごく悲しくなったし、

早く元気になってくれたらいいなって思ってます。

RIZEｹﾞｽﾄ面白かったよね。
忠義の何ｷｬﾗかわからないｷｬﾗも面白かったし、

みんなすごくﾃﾝｼｮﾝ高くて楽しそうで



すごく見てるこっちもﾃﾝｼｮﾝあがった。

ﾎﾝﾄぜひ曲書いて欲しいと思う。

うんうん。

なんかもっと普通な恋がしたいって思う時ある。

でも忠義の言動ひとつで浮かれたり落ち込んだりして

やっぱりﾘｱ恋なんだなぁって思うよね。

桃ﾁｬﾝ（＠忠義）

ｴﾙﾚありがとうー[:ハート:]
ﾚﾝﾀﾙとかもしたんだけど

やっぱり桃ﾁｬﾝが送ってくれたやつが１番すきだなぁ。

もともとのｼﾞｬﾆとの出会いがﾃｺﾞなんだね。

まひるはきっかけは滝つだけど

１番最初に好きになった人は相葉ﾁｬﾝだった。

ｼｭｼﾞｭの事故大変だったみたいだよ。

ｷﾞｭﾋｮﾝが一時期呼吸してなくて呼吸器つけて

集中治療室に入ってたみたいだし。

今は話せるようにまで回復したみたいだけど。

去年はﾋﾁｮﾙが事故にあったばっかだし、

ﾎﾝﾄに韓国って交通事故の多い場所なんだなぁって。

ちほさん

初めまして。

いえいえ気になさらないでくださいね。

これを機会にお友達になれたらいいなって

思います。

ﾖﾛｼｸお願いしますねー[:ハート:]

ゆか（＠忠義）

忠義のこと考えてない時の方が少ないよ。(笑
特に寝る前にすごい考える。

腹痛なんとか治まりましたよ[:たらーっ:]
２週間ぐらいお腹痛かったからね[:汗:]
長野行けそうにないなぁ。



山梨の時、お休みもらうから

そのちょっと後に休みもらうのはやっかし厳しいですわ。

それに４月にいっぱい休みすぎたので

今、必死に休日出勤してるとこ。

何気目標に向かって頑張ってる自分が好きだったりする。(笑
まぁ、これも忠義のおかげなんだけどね。

仁ﾁｬﾝ帰ってきたね[:ハート:]
やっぱり事務所に入った当初から応援してきたし

担当だった時期もあるから

仁ﾁｬﾝには特別な思い入れがあるんだよね。

KAT-TUNｺﾝﾁｹ取れた???
山梨の当落のお知らせありがとーねー[:ハート:]
おかげで電話混雑してないうちに聞けたから

良かったよ。

おかげさまで山梨両部当たりました。

やっぱり去年ﾊｽﾞﾚてるから今回は当選させてくれたのかな???って。(笑
ﾎｰﾙ全滅???
でも場所がどこでも見れることが幸せだよね。

結局ゆかはどこに行くの???

なつみ（＠忠義）

あ。ｱﾝｹｰﾄ良かったら参加してね[:ハート:]
そう???
まひるももっともっと忠義の新たな一面を知って

もっともっと好きになりたいなって思うよ。

現実見てないわけじゃなくこれが現実なんだよねー。(笑

空（＠章大）

相変わらず[:携帯:]壊すの天才だね[:ハート:]
ま、まひるも前の[:携帯:]の時買って２日で壊したけど[:たらーっ:]
空たん、山梨公演当たってよかったね[:ハート:]
もう楽しみで仕方がないよ。

KAT-TUNのｱﾙﾊﾞﾑ楽しみにしててねん[:てれちゃう:]



杏菜ﾁｬﾝ

久しぶりですぅー。

最近mixiやってなくてｺﾞﾒﾝなさい。
なんかQRのﾁｬﾝﾈﾙが消えてないってのはわかるんだけど
いざﾁｬﾝﾈﾙあわせるとNot　Foundのｴﾗｰが出ちゃうんだよね。
根気よくﾍﾟｰｼﾞ更新した方がいいんですか???
やってみます。

教えてくれてありがとうでした[:ハート:]

ゆっち（＠博貴）

じゃ、早速呼びﾀﾒで。

まひるのことも呼びﾀﾒでOKだよー。
なんかﾎﾝﾄ眠れないって切ないよね。

まひるは最近眠れなくてもずっと布団の中で目をつむってる。

そうするとすごい浅い眠りだけど少し眠れるから。

うん。でも最近は割りと眠れてるね。

おぉ。ｼﾞｬﾆｦﾀ発見しちゃったんだ???
誰担???
ﾃｽﾄ、ｸﾗｽで２番だったのぉー???
すごいすごい。

持続できるといいね[:ハート:]
ありがとうー[:揺れるハート:]
まひるも仕事頑張るんでゆっちも学校頑張ってね。

あ。山梨公演当たりますた。

ﾋﾟﾛｷに会いたいよねー[:悲しい:]
週１か週２でﾚｯｽﾝ受けてあとはﾊﾞｲﾄしてるって聞いたんだけど

ﾎﾝﾄかな???
それも謎。

ｱﾙﾊﾞﾑ６月発売みたいだね。

なんかしかも３種類ぐらいあるって聞いたんだけど

ﾏｼﾞかな???
財布が厳しいー[:失恋:]

ゆいﾁｬﾝ（＠忠義）

山梨やりました[:チョキ:]



やっぱり地元ぐらい行きたいじゃないですか。

だから嬉しいです。

ゆいﾁｬﾝは山梨ﾊｽﾞﾚたんですか???
それは残念です。

まひるも直接ゆいﾁｬﾝとお話したかったです。

また機会がありましたらﾖﾛｼｸお願いします

ナオﾁｬﾝ

ﾎﾝﾄ次はﾁｹｯﾄ届くのがﾄﾞｷﾄﾞｷです。

ナオﾁｬﾝは京都と名古屋かぁ。

京都もかなり倍率高かったんだろうけど

ﾎﾝﾄ当たって良かったね[:ハート:]
名古屋も無事間に合うといいね。

あ。ﾒｰﾙありがとうね。

返事遅くなっててｺﾞﾒﾝね。

今日お返事するので待っててくださいね。

ありさ（＠博貴）

さすがに去年地元全滅してるから今年は当たったみたいよ。(笑
なんかでも地元公演でもﾊｽﾞﾚてる人とかいるじゃん???
あれは可哀相だからやめてほしいと思う。

地元民優先させてあげて欲しい。

るぅんさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

今回も写真良かったですよね[:ハート:]
忠義の存在があるからこそいろんなことが頑張れるんですよね。

こんな形で出会ってしまったことはちょっと不幸なのかも

しれないけど

でもまひるは幸せです。

関ｼﾞｬﾆ∞の大倉忠義という一面しか知りませんけど
それでもであったことに感謝しています。

そ、そんな。



まひるのﾌﾞﾛｸﾞなんかで勇気がもらえるなんて。

恐れ多いです。

でもそう言ってもらえるようなﾌﾞﾛｸﾞが書けたら

いいなって思います。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

栞さん

お久しぶりですぅー。

写真買えるといいですね[:揺れるハート:]
やっぱり写真はﾃﾝｼｮﾝ上がります。(笑
４７ﾂｱｰは山梨に参戦しますよー。

長野も申し込んだんだけどたぶん行けそうにないです[:悲しい:]



2007.05.01 Tue いつだって全力!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日はｺﾒﾚｽやってからお昼寝した[:眠たい:]
ﾎﾝﾄは朝７時ぐらいに起きてｺﾒﾚｽ始めたんだけど

さすがに週１の休みはゆっくり寝て疲れを

癒さないとﾀﾞﾒかなと思ってお昼寝しますた[:眠たい:]
しかも１３時に起きようと思って目覚ましかけたのに

１４時半に起きたら目覚ましが無くなってた[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
後で目覚まし探さなくちゃ[:たらーっ:]
何やってんだろ???あたし。
あ。下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやりましたので

見てくださいねーん[:ハート:]

昨日の「ﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ大作戦」も面白かった[:ハート:]
なんか少しづつ礼の気持ちを掴みつつある健に

(,,ﾟДﾟ) ｶﾞﾝｶﾞﾚ!と言いたい。
だってﾎﾝﾄは両想いだったのだから。

そのことをずっと見落としてきたわけだし。

だからやり直してしっかり礼と両想いになって欲しいと思う。

もうね、長澤まさみﾁｬﾝが可愛くて

仕方がないのだよ[:ハート:]
制服似合うし[:ハート:]
ね。ｹﾝｿﾞｰくん。（笑

つーか来週の予告ね。

もう来週卒業式だそうですが

なぜ健は第二ﾎﾞﾀﾝを誰かにあげちゃったんだろ???
すごく来週が楽しみ[:ハート:]
また２０分でも見れたらいいな。

最悪５分しか見れないからね。

ガ━(；゜д゜)━ン!!



つーか頭痛いよー[:悲しい:]
変な寝方したみたいで頭痛と肩こりがひどい[:悲しい:]
明日頑張れないじゃん[:悲しい:]
もうﾎﾝﾄ火曜日って疲れがどっと出てる曜日だから

ｴｲﾄの番組まで起きてるのがしんどいのよ[:悲しい:]
大概体調悪いもん。

とりあえずﾊﾞﾌｧﾘﾝ飲みました。

うー。ﾏｼﾞで目覚ましが見つからない

どんだけ???

そういや、結構D-BOYSってｶｯｺｲｲ人多いよね。
遠藤雄弥くんとか遠藤雄弥くんとか[:ハート:]（笑
でも遠藤雄弥くんって[:テレビジョン:]で見ると萌えっと
ならないんだよね。

雑誌で見ると激萌え[:揺れるハート:]なのに。(笑
だって元彼と顔の系統が一緒なんですもん[:パー:](笑
はい。すいません。

彼氏より大倉忠義を選んでしまったその元彼です[:失恋:]
ﾎﾝﾄ病気だよね[:失恋:]
身近な男よりﾘｱﾙに触れない男大倉忠義を選んだことが。

だってそれでも大好きで大好きで

仕方がなかったんだもん[:ハート:]
病んでてｺﾞﾒﾝなすって[:パー:]

目覚まし探しの旅に出ます。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄなどｱｯﾌﾟ

させていただきますのでぜしぜしご参加ください。

誕生日当日ｱｯﾌﾟを目標としてるので

締め切りは５月９日とさせていただきますので

ﾖﾛｼｸお願いします。

ｱﾝｹｰﾄはﾃﾝﾌﾟﾚ右側にﾊﾞﾅｰがあるのでそこからどぞ。



2007.05.02 Wed 大好きな人。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

「花ﾊﾟﾊﾟ」見てると自分が田口担だった時のことを

鮮明に思い出す[:ぴかぴか:]
すごく楽しくて幸せだった。

いつも明るかったから時々深刻な顔してる時が

すごい不安だったりして。

若くしてすごく紳士的だったりもして

大好きだった。

別に嫌いになって担降りしたわけじゃない。

もっと好きと思える人が現れたから。

田口担だった時は楽しい思いも苦しい思いも

たくさんしてきたけど

今となったら良い思い出でしかない。

だから花ﾊﾟﾊﾟ見ててもすごく楽しくて

可愛いなぁとか思ったりして。(笑
すごく一生懸命ぶりが出てて良いﾄﾞﾗﾏだと思う。

あれは淳之にしか出来ない役だと思う。

大好きだった。

幸せだった。あたしの青春。

いつか忠義より好きと思える人が現れるんだろうか???
きっとｼﾞｬﾆではもう現れないと思う。

大倉担をやめる時はｦﾀ卒する時。

それは新しい彼氏が出来た時かもしれない。

あたし器用じゃないから２人同時に好きで

いられないから。

きっとどっちか手を抜いてしまう。

それは忠義のことを本気で好きだから

だと思う。

ﾊﾞｶだよね。

あたしって。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄなどｱｯﾌﾟ

させていただきますのでぜしぜしご参加ください。

誕生日当日ｱｯﾌﾟを目標にしてますので

９日に締め切らせていただきます。

ﾖﾛｼｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.05.03 Thu 変態１号。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

はい。ＧＷも仕事してます。

大倉担まひるです[:パー:]
まひるにＧＷと言う文字はありません[:パー:][:悲しい:]
いいんだ。いいんだ。

忠義もお仕事してるから。

でもｺﾝｻｰﾄだし[:悲しい:]
忠義がみんなとﾗﾌﾞﾗﾌﾞしてる間にまひるたんはいらっしゃいませ[:下向き:]とか
言ってるわけで[:たらーっ:]
全然ﾗﾌﾞﾗﾌﾞ[:揺れるハート:]してねぇー!!!![:悲しい:]
忠義とﾗﾎﾞﾗﾎﾞしてぇー!!!!![:ハート:]
もう周りの子が投げﾁｭｰとかされてたら全部食べてやる!!!!って
ぐらいﾗﾎﾞﾗﾎﾞ[:揺れるハート:]したいんです!!!![:パー:]

そうそう、朝写真集が出ることを知ってよだれが[:てれちゃう:]
なんかﾁﾗｼとかも見ちゃってｳﾊｳﾊ[:ときめき:]
もう最近それでなくても想像妊娠とかしそうなのに[:てれちゃう:][:GO!:]
ﾔﾊﾞｲ。忠義に犯される!!!!![:てれちゃう:]
あぁぁぁぁぁぁあ。

もうすでに気持ちの上では犯されてるんですけどね[:パー:][:GO!:]
もう相手が忠義なら何度でも犯してくれよ[:パー:]
重症だ。あたくし[:パー:]
あぁぁぁぁぁぁあ。

忠義激しそう[:ハート:]（爆笑



萌え[:ハート:]（笑
ﾔﾊﾞｲ。これただの変態じゃん[:たらーっ:]
ｷﾓｽ[:GO!:]

なんか今日はＧＷに休みのないうっぷんを晴らしてるような[:パー:]
久々に変態ﾄｰｸ入りましたね[:ハート:]
もう忠義の子供なら何人でも生みますよ[:ハート:]
もうすでに想像妊娠は２回程

忠義に似た男の子が生みたいのーん[:ハート:]
子種をおくれ[:猫2:]
つーかどんな遺伝子があればあんな男前が生まれるんだ???[:てれちゃう:]

くれ。[:パー:]

大倉家の遺伝子をくれ[:パー:]
忠義から直々にいただきたいですなぁ[:揺れるハート:]
ﾑﾌ

逝け[:パー:]

とりあえず逝ってきます[:GO!:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄを

ｱｯﾌﾟさせていただきますのでぜしぜしご参加ください。

誕生日当日ｱｯﾌﾟを目標としてるので

９日を締め切りとさせていただきます。

まだの方はぜしぜし。

ｱﾝｹｰﾄはﾃﾝﾌﾟﾚの右側にﾊﾞﾅｰがあるのでそこから

飛んじゃって!!!![:ハート:]



2007.05.04 Fri 忠義のﾊﾞﾝﾋﾞｰﾅより。（逝け

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

疲れた[:汗:]
久々にﾊﾞﾃたよ[:悲しい:]
なんかしかも肘をどこかにはさんだらしく

青ﾀﾝできてるし[:悲しい:]
なんかはさんで痛っ!!!!って思った記憶はあるんだけど
どこにいつ挟まったとか覚えてないの[:悲しい:]
ｱﾎでおま。

すいません[:パー:]
まだBiDaN買ってないのよー[:悲しい:]
丸ﾁｬﾝｺﾞﾒﾝね[:汗:]
忙しくて本屋にも行けないんだもん[:悲しい:]
仕事帰りに行けばいいんだけど

疲れててそれもままならないんだって[:パー:]
とりあえず来週のお休み、[:病院:]行くから
その帰りにｦﾀ誌含めて買ってこようと思ってるんだけどね[:ハート:]
はぅ。

もうヨコの誕生日も忠義の誕生日もすぐじゃないですか???[:パー:]
忠義の誕生日ｱﾝｹｰﾄ締め切り９日までなので

まだの方はぜしぜしご参加くださいまし[:グッド:]
ﾔﾊﾞｽ。今年はお祝いどうしよう。

((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
去年は１日遅れで空たむ（＠章大）と忠義の誕生日お祝いしたんだけど

今年はまんまと仕事だしなぁ。

しかも智海さん（＠忠義）から誕生日祝いのﾊﾟｰﾁｰに誘われたんだけど

土日に休みが取れなくてそれもお断りしちゃったし[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞ。il||li (つω-`*)il||li
仕事帰りにｹｰｷ屋さんに寄ってｹｰｷ買ってお祝いしようかな。

それさえも当日じゃなきゃ行けるかどうかも

わからないし[:悲しい:]



ﾎﾝﾄ貧乏暇なしなんですけど何か???[:パー:]
給料あげてくれー[:悲しい:]
ﾏｼﾞね、自分の好きな仕事が給料高ければ問題ないけど

大概やりたい仕事ってゆうのは給料安いものなのよ[:悲しい:]
だから休日に充実した日々を送れる仕事を選ぶか

普段好きな仕事を選ぶかによって生活は変わってくるんだけどね。

両方が選択出来たらそりゃ幸せですけどね[:ぴかぴか:]
どこかのｳﾞｨﾄﾝのｷｬﾘｰを地下鉄入り口の階段に落として

奇声発するような人 みたくなれたらHAPPYです[:ハート:]（笑
(○´艸`)ｶﾜｲｲ[:ハート:]

肘痛いなぁ[:悲しい:]
ﾏｼﾞでﾊﾞｶﾁﾝだな[:悲しい:]
なんかしかも仕事してる時はそうたいして痛くもなかったのね。

ちょっと曲げると痛いなぐらいで[:パー:]
それが[:家:]に帰ってきて部屋着のTｼｬﾂになったら
青ﾀﾝ出来てるの発見して余計に痛い気がしてきたもん[:悲しい:]
気づかなきゃそれで済んだのに。(´Д` )ｲｪｲｪｲｪｧだ。
世の中そんなもんです[:パー:]

あぁぁぁぁぁぁあ。

昨日２４時からですけどﾚｺﾒﾝ久々に聴きますた[:ハート:]
なんかヨコﾁｬﾝ 眠そう。(笑
ヒナﾁｬﾝ はいつもと変わらず。

ｴｲﾄのｱﾙﾊﾞﾑの全貌はちろり（＠亮ﾁｬﾝ ）から聞いていたのですが

大変な出費だ!!!!!
まぁ、結局全部買うんですけどね[:パー:]
来月は美容院で縮毛矯正をかけようかと思ってたので

余計に出費がね[:悲しい:]
しかも前にまひるが行ってた美容院はやっぱうまいんだけど

お値段もそれなりで。

縮毛矯正とｶﾗｰとｶｯﾄで４万ぐらいするのね[:びっくり:]
で、今行ってる美容院は１万８千円ぐらいなんだけど

ｶｯﾄとかﾍﾀｸｿなのよ[:悲しい:]
だからｶｯﾄだけ前に行ってた美容院に行きたいんだけど



結局縮毛矯正かけたらｶｯﾄもしなきゃでしょ???
だからｶｯﾄが２度手間になるのね。

こりゃ。こりゃ。って感じなんだけどね[:たらーっ:]

最近ｴﾙﾚばっかり聴いてます[:ハート:]
ﾏｼﾞ、ｴﾙﾚ聴きながら[:パソコン:]やってると結構調子いい。
空たむにもｴﾙﾚの[:CD:]焼いてあげたし[:ハート:]
でも空たむ、忙しいみたいで[:メール:]がこないんだよねー[:悲しい:]
いつお店に来るか前日に[:メール:]くれるって
約束になってるんだけどね。

あ。あと最近またﾆﾙｳﾞｧｰﾅとか聴いてる。

なんかまひるの好きなﾐｭｰｼﾞｼｬﾝって早く亡くなる方が多いので

怖いんですけどね[:悲しい:]
１５人ぐらい若くして亡くなってるんで[:悲しい:]
なんなんでしょうね。

そうゆうネ申がかった人が好きなんですかねぇ。

(*´д`)ｱﾊｧ。
忠義に会いたいなぁ。

今頃盛り上がってるんだろうなぁ[:ハート:]
昨日もすっごいみんなﾃﾝｼｮﾝ高かったみたいだし[:ハート:]
ﾎﾝﾄ裏山ですよ[:ぴかぴか:]
(´Д` )ｲｪｧｲｪｧｲｪｧｲｪｧｽｰﾝだ。（意味ﾌﾟ
忠義とｲﾀﾘｱﾝが食べたいです。(ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ影響[:パー:]
ﾊﾟｽﾀ大好き[:ハート:]
大好きなものを大好きな人と食べるなんて

幸せだなぁ[:揺れるハート:]
想像[:プシュー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄなどｱｯﾌﾟさせていただきますので

ぜしぜしご参加ください。

誕生日当日ｱｯﾌﾟを目標としてるので

９日に締め切らせていただきます。

まだの方は今がﾁｬﾝｽ[:GO!:]（何のﾁｬﾝｽだ???
ご協力ﾖﾛｼｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

励みになるのでお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

これ幸い。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.05.06 Sun 小さな恋の歌。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日もお疲れさんどす[:たらーっ:]
今日はね、お店に空（＠章大）が遊びに来てくれたの[:揺れるハート:]
きらたんと一緒に。

お土産にお酒もらいました[:ハート:]
ｵｶﾝにあげようと思ってるんだけど

今日、ｵﾄﾝとｵｶﾝ長野に行ってて留守なんだよねぇ。

明日帰ってくるらしいので

明日お酒渡そうと思ってます[:揺れるハート:]
空たん、ありがとう[:ハート:]
そ、そしてきらたんにご挨拶しますた[:ハート:]
もうむっちゃｶﾜﾕｽなの[:ハート:]
まだすごく小さくて首も据わってなくて

でもまひるの顔一生懸命見て不思議な顔してて

めちゃくちゃ可愛かった[:てれちゃう:]
なんかきらたん、まだ少し湿疹とか出てるみたいで

掻いたりしないように手袋つけてた[:ハート:]
早くよくなったらいいなぁって思いました。

早くきらたんの手をにぎにぎしたいです[:ハート:]
なんか空もﾏﾏになったんだなぁって改めて実感しました[:揺れるハート:]
きらりに即「まひるﾁｬﾝ」って名前覚えさせるんだぁー[:揺れるハート:]
(↑何願望???
もう赤ちゃんに目のないあたくしです[:てれちゃう:]

で、ﾗｲｱｰｹﾞｰﾑ。

前に書いたと思うけどあの福永って人絶対怪しいと思ってたんだよね。

なんか異常にしゃべりすぎるしと思ってたら

ﾊﾞｯﾁﾘまひるの勘が当たりました。

Xは福永でした。(ﾏｯｼｭﾙｰﾑｶｯﾄの人）
そしていよいよ松田翔太の勝利宣言でました!!!!![:ぴかぴか:]
かっこえぇー!!!!![:ハート:]



はぁ、松田翔太めたんこｶｯｺｲｲ[:ハート:]
なんかしかもまひるの見間違いかもしれないけど

直が朝秋山さんに[:携帯:]した時秋山さん上半身裸じゃなかったですか???
えぇぇぇぇぇぇぇええええー!!!!!
まひるさん、上半身裸に萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]してしまう
案外乙女なのでした

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

もうﾎﾝﾄ今は「花ﾊﾟﾊﾟ」と「ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ」と「ﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ大作戦」と

「ﾗｲｱｰｹﾞｰﾑ」にﾊﾏってて[:てれちゃう:]
「ﾗｲｱｰｹﾞｰﾑ」来週どうなるんですかねぇ???
まだまだいろいろと話は続くと思うんですけど[:パー:]

あぁぁぁぁぁあ。

４７ﾂｱｰも３日４日５日と過ぎましたね[:ぴかぴか:]
なんか今日は久々に会った空ときらたんに癒されたものの

やっかし悶々とした日々を送ってるわけで[:たらーっ:]
１日も早く忠義に会いたいなぁって[:ハート:]
もう７月が楽しみで仕方がないのですよ[:ハート:]
あと２ヶ月とちょっと頑張ります。

きっと仕事とﾊﾞﾝﾄﾞの練習であっという間な

２ヶ月とちょっとになると思います。

一応ﾊﾞﾝﾄﾞの練習してますよ。

まひるがやるわけではないんですが

後輩のﾊﾞﾝﾄﾞの練習を見る約束になってるんで

自分が出来ないのに教えることは出来ないじゃないですか???
だから頑張って練習しています。

まぁ、それで余計にｸﾀｸﾀなわけですが。

来週いよいよﾊﾞﾝﾄﾞﾒﾝﾊﾞｰにご対面だし[:揺れるハート:]
楽しみでもあります。

仕事終わった後にｽﾀｼﾞｵに集合なので即練習に入ります[:ぴかぴか:]

明日（もう今日だけど）もｴｲﾄﾒﾝが無事にﾗｲﾌﾞ

終わらせることが出来ますように。

とりあえず横浜最後なんで頑張ってください。

そしてｽﾀｯﾌの方もこれから長丁場になるので



体調管理に気をつけて頑張って欲しいと思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄなどｱｯﾌﾟさせて

いただきますのでぜしぜしご参加ください。

誕生日当日をｱｯﾌﾟ目標としてるので

９日には締め切ります。

ご協力ﾖﾛｼｸお願いします。

ｱﾝｹｰﾄはﾃﾝﾌﾟﾚ右側にﾊﾞﾅｰがあるのでそこから飛んでくださいまっしー。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

励みになるのでお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.05.07 Mon (,,ﾟДﾟ) ｶﾞﾝｶﾞﾚ!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

疲れた[:汗:]
まひるたん、果てました[:汗:]
燃え尽きました[:汗:]
やっと明日休みだぁー[:ハート:]
でも[:病院:]だし[:悲しい:]
朝、ゆっくり寝てたいけど寝てたら

午後[:病院:]行ってそれで１日終わっちゃうから
頑張って朝早く起きて[:病院:]行かないと[:汗:]
結局は疲れなんてとれないんじゃないか疑惑[:悲しい:]
今週は木曜日にお休みもらったから

週休２日なんだけど

また来週から週休１日で頑張るﾀﾞｽ[:グー:]
休んだ分取り返さないとねー[:たらーっ:]
１週間ぐらい休んだからね[:悲しい:]
頑張って休日返上して働かないとね。

１０月から先、何で仕事休むかわからないし[:たらーっ:]
もう働ける時に働いとかないと何があるかわからないじゃん[:パー:]
年末、京セラって聞いたし[:揺れるハート:]
あぁぁぁぁぁぁあ。

ﾊﾀﾗｺ[:パー:]
貴族も行きたいし[:パー:]
あぁぁぁぁぁぁあ。

あたしって大倉家に貢献してるな[:揺れるハート:](笑
もう一生尽くしますって[:パー:]
ﾏｼﾞね、最近思うんですよ。

仕事頑張ってﾅﾝﾎﾞでしょ???
仕事頑張らないとお金も入らないから

自分磨きも出来ないし[:ポロリ:]
それで自分の好きな仕事できたら万々歳でしょ???
まぁ、安月給ですけど[:パー:][:悲しい:]
でも幸せだなぁって思える。



これで忠義に会えたらﾎﾝﾄに幸せだなって思う。

そりゃ仕事しててｲﾔなこともたくさんあるし、

ｲﾗｲﾗすることもたくさんあるけど

でも接客が好きだし、

少しでもお客さんに喜んでもらえたらそれで嬉しいし。

だから今の仕事が好き。

まぁ、本当に目指してる部分は違うんだけど

でもお客さんに喜んでもらえるって

部分では変わりはないわけで。

だから今やってる仕事が自分のこれからに

ﾌﾟﾗｽになったらいいなって思って

今の仕事をしています。

なので思ったように休みが取れなくても

仕方がないなって思います。

(,,ﾟДﾟ) ｶﾞﾝｶﾞﾚ!自分。

今日、ﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ大作戦の卒業式のやつだったのに

仕事から帰ってきたのが遅くて

１０分しか見れなかった[:悲しい:]
ええええええ????
制服の第二ﾎﾞﾀﾝは???と結局ﾕﾆﾌｫｰﾑの第二ﾎﾞﾀﾝを
あげたことしかわからなかった[:悲しい:]
でも礼の嬉しそうな顔が見れて胸ｷｭﾝ[:ハート:]
やっぱり制服の長澤まさみﾁｬﾝはｶﾜﾕｽ[:ハート:]
ﾏｼﾞ一瞬一瞬をやり直してる健が男前なんだよねー[:ハート:]
ﾄﾞﾗﾏに必死なあたくし[:パー:]
まぁ、男前度はﾗｲｱｰｹﾞｰﾑの秋山さんには負けるけどね[:揺れるハート:]
でも一生懸命な健も好きだけど[:ハート:]

眠いので短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄなどｱｯﾌﾟさせて

いただきますのでぜしぜしご参加ください。

誕生日当日にｱｯﾌﾟさせていただきたいと思ってますので

締め切りは明後日（９日）までとなります。

ﾖﾛｼｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.05.08 Tue 溶けるぅー。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、昨日結局朝５時に寝て

目覚ましは９時にかけてあったんだけど

起きれるわけもなく１０時半に起きて[:病院:]行ってきた。
で、帰りにｦﾀ誌とBiDaN買ってきた[:ハート:]
まだｦﾀ誌は読んでないんだけど

BiDaNの丸ﾁｬﾝ 、めっちゃｶｯｺｲｲ[:ハート:]
やっぱりﾌｧｯｼｮﾝ誌って違うよねー[:ぴかぴか:]
衣装もちゃんとしてるし、表情もすごくいいとこ

撮ってくれる。

だからﾌｧｯｼｮﾝ誌でのお仕事好きです[:ハート:]
ﾎﾝﾄどの丸ﾁｬﾝもかっこよくて選べない[:揺れるハート:]
普段３枚目ｷｬﾗの丸ﾁｬﾝだけど

やっぱりｼﾞｬﾆｰｽﾞだなって思いました。(笑
なんかｴｲﾄ担になるまで丸ﾁｬﾝを１度もｶｯｺｲｲと

思ったことがなかったもんなぁ。(笑
如何に丸ﾁｬﾝの良さを見てなかったかってことですわ。

丸ﾁｬﾝｺﾞﾒﾝなさい。

つーか眠いです[:眠たい:]
で、さっきからお昼寝を試みてるんだけど

眠れもしないのね[:悲しい:]
ﾎﾝﾄ赤ちゃんだったらｸﾞｽﾞってたとこだよ[:悲しい:]
なんとか２時間お昼寝しました[:眠たい:]
これでむちゃ∞ﾌﾞﾘまで起きていられる[:ハート:]

あぁ。忠義のﾌｶﾌｶのﾍﾞｯﾄﾞでまひるも眠りたいです[:ハート:]
まひるのﾍﾞｯﾄﾞはもうたぶん寿命じゃない???
全然ﾌｶﾌｶじゃないｶﾁｶﾁのﾏｯﾄです[:悲しい:]
しかもまひる、すごい寝返りをうつのね。



左右はもちろんうつぶせにもなるし、仰向けでも寝るし、

一通り寝返りうったらたぶん左向いて寝てるんだと思う。

さっき起きたら左向いてよだれたらしてた。(笑
これは動かぬ証拠でしょ???
つーかよだれとか２３歳の乙女がいかんですよ[:パー:]
花も恥らう乙女なんだからぁ[:揺れるハート:]
よだれたらさないからただﾁｬﾝ、一緒に寝よ[:ハート:]

今日も汗ばむお天気でしたね[:おてんき:]
１７時で２５．７度あるらしいです[:たらーっ:]
暑いの嫌い[:悲しい:]
寒い方が好き[:ハート:]
寒いのには対処法とかあるけど暑いのには

対処法とかないじゃん。

ｸｰﾗｰつけても暑い時は暑いし。

家の２階みたく業務用のｴｱｺﾝとかあるといいんでしょうけど。

しかもそれが８畳ぐらいの部屋全部についてるんだって[:パー:]
まひるが小さいｸｰﾗｰで暑くてﾋｰﾋｰ言ってるってゆーのにですよ[:パー:]
まぁ、毎年のことなんですけど[:パー:]
汗かきだから化粧がはげるのがすごくｲﾔ[:むかっ:]
特に山梨暑いし[:パー:]
盆地なんて嫌いだぁ。

短いけどほなおつー。

後で書けたら書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ実施中!!!!
誕生日後にお名前とお祝いのｺﾒﾝﾄなどをｱｯﾌﾟ

させていただきますのでぜしぜしご参加ください。

誕生日当日ｱｯﾌﾟを目標としてるので

９日（明日）を締め切りとします。

ﾖﾛｼｸお願いします。



2007.05.09 Wed ２６ｔｈ!!!!

HAPPY BIRTHDAY
YU YOKOYAMA
26th!!!!

ヨコ、誕生日おめでとう。

全然２６歳に見えない可愛いヨコが大好きです。

いつもｴｲﾄに笑いをくれるヨコのことすごく

ｽﾃｷだなって思います。

これからもずっとずっと永遠のﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝで居て欲しいなって

思います。

ヨコが居たからここまで頑張ってこれたんだと思うし、

かといって誰１人欠けたって成立しない

そんなｴｲﾄが大好き。

今年はﾂｱｰが３分の１を締めてるわけだけど

たくさんの幸せがｴｲﾄに、ヨコに降り注ぎますように。

これからもｴｲﾄのことﾖﾛｼｸお願いします。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに誕生日おめでとう。

2007.5.9
関ｼﾞｬﾆ∞　大倉忠義担当＊福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.05.10 Thu (*/□＼*)うわぁ&#12316;ん

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日を持ちまして

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄを終了させていただきました。

たくさんの方、ご協力ありがとうございました。

あとは１６日にみなさんの愛あるｺﾒﾝﾄをｱｯﾌﾟさせて

いただきますのでお楽しみに[:ぴかぴか:]

えぇー。昨日はですね。

仕事が終わってからﾊﾞﾝﾄﾞの練習につきあいまして

２時間ｽﾀｼﾞｵで練習後２時間ぐらいかな???
反省会をﾌｧﾐﾚｽでやって

とりあえずまひるはﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉに間に合わせて帰りたかったので(笑
２１時半にﾌｧﾐﾚｽ出て帰ってきました。

久々のﾊﾞﾝﾄﾞ練習楽しかったですよ。

全然演奏にもなってなかったんですけど

みんなが楽しくやってるってゆーのがすごく良かったと

思います。

まずﾄﾞﾗﾑとﾍﾞｰｽがあうように安定したﾘｽﾞﾑを刻むことが

大切かな。

みんな自分のﾊﾟｰﾄを演奏するのでいっぱいいっぱいで

合わせようってゆー余裕がなくて

こりゃ。こりゃ。って感じかな。(笑
って感じでした。

そう!!それでむちゃ∞ﾌﾞﾘのﾛｹね。
忠義の「んふふふ」って笑い声が響き渡ってた。(笑
でも[:テレビジョン:]はついてたんだけど
実は[:パソコン:]やっててほとんど見てないんだよね[:悲しい:]
なのでちょこっとだけ感想を。

小さい猿はね、まひるも触ったことあるんだ。



某ﾊﾞﾝﾄﾞのﾒﾝﾊﾞｰが飼ってて餌あげたこともあるし、

むちゃくちゃ(○´艸`)ｶﾜｲｲ。
あとあのｶﾝｶﾞﾙｰのﾎﾞｸｼﾝｸﾞはﾏｼﾞ面白かった[:ハート:]
あれって絶対やらされてるものだと思ってたんだけど

自主的にやるものなのね。

知らなかった[:びっくり:]
ﾎﾝﾄにｺﾝﾄみたいだった。(笑
ってそのぐらいしか見てないんですけどね[:悲しい:]
また後日ﾋﾞﾃﾞｵ見ます寄って煮。

すまんでござるよ[:悲しい:]

つーか今日、体調悪くてさっきまで寝てたの[:眠たい:]
だからｱﾆ（塚本高史）の結婚とかさっき知っておののいてたんだもん[:びっくり:]
７歳上の女性ですかぁ。

はぁ。驚きですわ。

なんか納得ってゆーか。（笑

でもなんか今回も出来ちゃった婚でしょ???
忠義にもそんな人がいてもおかしくないわけで[:悲しい:]
なんだかなぁと思うわけで[:ポロリ:]
(*/□＼*)うわぁ〜ん

そんなわけで短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.05.11 Fri 忠義の幸せを願う。

おはよーございます。

大倉担まひるですけどもー。

ﾔﾊﾞｲ!!!!
ｺﾞﾙﾏｲのＰＶ見たんだけど

鬼ごっつｶｯｺｲｲ[:ハート:]
でも相変わらずｺﾞﾙﾌとﾏｲｸの区別がつきません[:悲しい:]
それはまひるがﾍﾀﾚだからですか???[:パー:]
あと最近韓国語の曲とか聴いてたから

ﾀｲ語とか全く意味がわからないんだけど

むっちゃ普通に聴ける[:ぴかぴか:]（笑
韓国語も全くわからないですからねぇ。(笑

さてさてｱﾆ結婚からまだ立ち直ってないんですけどもー。

だってｱﾆが１８歳の頃から好きで

ﾏﾝﾊｯﾀﾝﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰがﾋﾟｰｸだったけどでも今でもｱﾆは大好きだったから

凹みも大きいですよ。

はぁ。気づいた時にはｱﾆは彼女さんのものになってたんですねぇ。

ｱﾆのそうゆう部分考えたことがなかったから

普通にｼｮｯｸです

でもｱﾆは男だなって思いました。

１人の女性を長く愛してきて２７歳になったら結婚する約束まで

してて。

すごく誠実でますますｱﾆに惚れました[:ハート:]
もし、忠義に守りたい人が現れたら

ﾎﾝﾄに大切にして欲しいと思います。

世の中に忠義に愛されたい人はたくさんいます。

でも忠義は１人しかいないわけで 。

だから忠義に本気で愛される人なんてほんのごくわずかで。

だから愛されたい願望の人達の分も

忠義の好きになった人を愛して欲しいと思います

そしていつか幸せな結婚をして欲しいと思います。

忠義の幸せを願ってます



あ。じゃ、仕事行ってきます。

また帰ってきて書きますね[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.05.12 Sat 最近気になること。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

疲れた[:汗:]
今日もおつかめでした[:汗:]
頑張りまうす[:ぴかぴか:]

最近またﾏﾅｰが問われているようなので

ちょっと書きますね。

基本的にﾏﾅｰっていうのは一般的の常識の範囲内の

ことだと思うんですよ。

ﾏﾅｰ以外にもｺﾝに行って周りの人に

迷惑かけてしまうこともあると思います。

例えば体調が悪くなったとか。

それは仕方のないことだと思うんです。

自分の予想外の展開ですし。

自分でしたくてしてるわけじゃないですし。

じゃ、ﾏﾅｰって???と
言われると例えばｻｲﾝﾎﾞとか色紙が飛んできた。

それを明らかに自分のとこに飛んできたわけじゃないのに

横から争奪しようとする。

欲しいのはわかるけど

それは横取りだと思うんです。

あと今回のすばるのｻｲﾝﾎﾞの話も話がどこまで

尾ひれがついてるかまひるにはわからないことなので

うかつなこともいえませんが

ﾎﾝﾄに「いらない」とその子が言ったのでしょうか???
もしﾎﾝﾄにその子がいらないと言ったのなら

それはいらないと言うのではなく

「あたしは亮ﾁｬﾝの色紙取れたからｻｲﾝﾎﾞ、あげるね。」と

友達なり周りの人に言ってあげるのが正解でしょう。

それをﾎﾝﾄにすばるが見て聞いてた話なのかも

疑問です。



いらないと言う言い方は失礼ですが

両方自分のものにしてしまう。

それもどうかと思いませんか???
自担の色紙取れたからもう１つは人にあげる。

それは悪いことでは全然ないと思うんです。

あたしはたぶん話にかなり尾ひれがついちゃってると

思います。

その子をかばうわけじゃないけど

ｱﾝｺで歌わなかったのはﾎﾝﾄにその子のせいなんでしょうか???
確かにすばる的にはｼｮｯｸだったかもしれません。

でもﾎﾝﾄにもらって嬉しいと思える子が

もらってくれた方がすばるだって嬉しいはずです。

そりゃ手渡ししたｻｲﾝﾎﾞを目の前で他の子にあげたら

え???って思うかもしれないけど
でも欲しい子がもらってくれた方が嬉しいですよね。

自分の気づかない部分で他人を傷つけてしまうこと。

それは人間生きていれば自分の考え方と違う人と出会ってしまいます。

そこで知らず知らず他人を傷つけてしまうこと

あると思います。

でもある程度のことは世間のﾏﾅｰの範囲内で気をつけられることだと

思います。

範囲外で起きてしまった偶発的なものは

お互い様だと思うんです。

誰だって生きてれば嫌われることだってあります。

万人に好かれる人なんていないと思います。

どんなに良い人でも物のひとつの受け取り方で

すごく嫌われてしまうこともあります。

でもそこを臆病になってたら生きていけないと

思うんです。

そこにそんなにこだわる必要があるのでしょうか???
そこを気にするのに他の常識的なことに気を使えない方が

問題じゃないですか???
違いますか???
良いeighterで居たいと思う前に
常識人、良いｼﾞｬﾆﾌｧﾝでいることが前提ではありませんか???
eighterがNEWSの復活だからとか仁ﾁｬﾝが戻ってきたからって
そのｺﾝｻｰﾄに行こうとする。



それはNEWS担、KAT-TUN担を傷つけてしまうこと。
ﾎﾝﾄに心から待ち望んでいた人が行けなくて

軽い気持ちでNEWSｺﾝやKAT-TUNｺﾝに行く。
おかしいですよね。

あなたが行ったことにより行けないNEWS担、KAT-TUN担が
出てしまうこと。

それは博貴が戻ってきた時にeighterの自分が行けなくて
KAT-TUN担が行けたらどう思います???
それと同じことだと思うんです。

そうゆう部分にﾎﾝﾄに気を使うべきだと思います。

なんか長くなってしまってｺﾞﾒﾝなさい。

しかも説教くさくなってしまってｺﾞﾒﾝなさい。

最近気になったことを書いてみました。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.05.13 Sun 良いeighterって???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は他店に用事があって行ってこいと言われたので

行ってきて直帰していいと言われたので

２０時には[:家:]に帰ってこれました[:ハート:]
これが明日だったら!!!!![:悲しい:]
ﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ大作戦見れたのになぁ。

なのに明日は９時から２１時まで。

出た!!!!１２時間労働[:悲しい:]
明日人足りないんだって[:悲しい:]
もう絶対明日ﾍﾛﾍﾛだよ[:悲しい:]
なのでもしかしたら明日ﾌﾞﾛｸﾞ更新出来ないかもしれません[:たらーっ:]
今日もこれ書いたら寝ますだ[:眠たい:]

あ。「ほんまに関ｼﾞｬﾆ∞!!」１巻ｹﾞｯﾄしますた
まだ読んでないんだけど別ﾌﾚは毎月買ってて。

この漫画ﾎﾝﾄ大好き。

すごく心温まる感じにｴｲﾄの曲が使われてて

あーぅ。絶対このﾀｲﾐﾝｸﾞだよなぁ!!!!!ってすっごい思う。
内容もすごく各自の特徴掴みつついい感じに

描かれててあたしは好きです

ﾎﾝﾄにみやうち沙矢さんありがとうございます[:ぴかぴか:]
今回の別ﾌﾚの方は忠義がﾒｲﾝで

ﾄﾞﾗﾑ叩いてる時の臨場感とかもすっごいよく描けてて

忠義の空気感も一緒に描けててすごいなぁって。

でもひとつ言うと忠義、あんなに無表情じゃないなぁ[:パー:](笑
あぁ。でもまひるとかが見てるのは普段の仕事ﾓｰﾄﾞの

忠義だからいつも笑ってる表情しか見てないことに

なるのかな???
あーゆうｼﾘｱｽな表情はお芝居でしか見たことないけど

でもその時は眉間にしわが寄ってる。(笑
でも忠義はやっぱり言う時は言う人だと思うんだよね。



普段努力してる姿って表に出さないけど

すごくいつも努力してるのがわかる。

それは忠義が努力したら努力した分だけ

自分の力にしている部分が大きいんだけど。

だから予想出来る努力でも結構なものだと思うんだけど

見えない部分では予想以上に努力してるんだろうなって思う。

今回の忠義の「誰かに認めてもらいたかったら

まず自分が認めさせる仕事をせなあかんって思ったから···」って

言葉があるじゃないですか???
あれはﾎﾝﾄにそうだと思います。

忠義がそれをﾎﾝﾄに口にしたかどうかは別として

忠義は今までもそう思って仕事してきたはずだと

まひるは思ってます。

だから大好きなんですよ[:ハート:]
でも忠義はｸｰﾙに見えて頭の中ｴﾛ満載だし、

もっとお茶目で(○´艸`)ｶﾜｲｲですけどね[:ハート:]
だから最初の頃に描かれてた表情の方が

忠義により近いかも。

あとﾚﾝｼﾞｬｰ の時の表情とか好き

１１年もｦﾀやってきてその中で今１番大切だと思える人が

大倉忠義なんです[:ハート:]
今、ﾌﾞﾛｸﾞやってるのもあるﾎﾑﾍﾟの掲示板で出会った人達の

影響でもあるんです。

当時まひるは仁担で副担大倉って名乗ってました。

その掲示板ではｴｲﾄ担以外の他ｸﾞﾙｰﾌﾟ担の人がいて

すごく楽しかった。

みんなすごく暖かくてあたしはそこの人たちが大好きだった。

だから自然と他ｸﾞﾙｰﾌﾟ担の人のことも考えるようになった。

それに自分が今まで嵐担、ﾊﾞｯｸ担、KAT-TUN担とやってきて
そして現在がeighterまでの道のり。
ただのほほんとｦﾀやってきたわけじゃない。

いろいろ苦労したこともあったし、

何度もｦﾀ卒しようと考えたりもした。

でも今はｴｲﾄに出会えてｦﾀ卒しなくて良かったって思ってる。

すばるの作ってくれたあたし達ﾌｧﾝだけへ向けられる言葉。



eighter。
その言葉に恥じない人間でいたい。

ｦﾀとしてだけでなく人として。

人としてもっともっと成長したいなって思うし、

日々、成長してる忠義に負けたくないじゃない。ﾃﾞﾍﾍ。

良いeighterになるってことはｴｲﾄにとって良いﾌｧﾝって言う意味だけじゃないと
思うんだよね。

人としても上目指して頑張ってる人、

eighterのことだけじゃなくて他ｸﾞﾙｰﾌﾟ担のことも思いやれる人、
なんかうまく言えないんだけど

決してﾏﾅｰ守って応援してるだけの人が良いeighterじゃないと
思うんだよね。

人として何かを努力してたり人を思いやれたり

ｴｲﾄから見えない部分も頑張ってる人。

それが良いeighterなんじゃないかな???
まひるなんてまだまだ全然足元にも及ばないんですけど[:パー:][:悲しい:]
でもこれは今まで自分の人生の中で学んだこと、

ｴｲﾄから学んだことを念頭において

それぞれが頑張ればいいと思うこと。

みんな、頑張ろうね。

eighter同士やｴｲﾄﾒﾝと切磋琢磨しながら
学んでいこう

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

来週やりますね[:ぴかぴか:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。



2007.05.14 Mon 大倉忠義の誕生日を逃して早６年。（涙

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

１２時間労働から生還!!!![:ハート:]
なんとか生きてます寄って煮。

しかも２１時半には帰ってこれたから

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ大作戦も２０分ぐらい見れた[:ハート:]
ﾏｼﾞ、ｹﾝｿﾞｰ萌えｽ[:ハート:]
あぁ。やっかし山下智久、大好き

なんでこんなに大好きなのに

自担じゃないんだろ???(笑
それはね、大倉忠義の方が数倍も大好きだからだよ[:ハート:]（笑
なんでだろ???（笑
あ。わかった。

忠義は乳が盛り盛りしてないからだ。(笑
（↑そんな単純な理由じゃありません[:パー:]
あぁ。でもTｼｬﾂ越しにでもあの盛り盛りした乳に
触ったら引くな。(笑
どんだけ???[:パー:]

今ね、口角が切れてて痛いの[:悲しい:]
もう１０日ぐらい経つんだけど

まだ全然治らないんだよね[:悲しい:]
唇の皮のむきすぎで腫れてて痛いし[:悲しい:]
なんかにきびも２つ出来てて

今、全然忠義に会えるｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝじゃないんだよねー[:悲しい:]
何???この悲惨加減は???
有り得ﾅｽ

あ。つーか明日、歌謡ｺﾝｻｰﾄだねー

申し込みすればよかったなぁ[:悲しい:]
誕生日前日の忠義に会えたかもしれないのに。



未だかつて忠義の誕生日に遭遇したことがないんだよね。

１度ﾄﾞﾘﾎﾞの時があったんだけど

その時は行けなかったし[:悲しい:]
友達から様子聞いてｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||liしてた。(笑
あと忠義の誕生日に大阪で少ｸﾗがあって

その時も行けなかったから

２回ﾁｬﾝｽ逃してるんだよね[:悲しい:]
前日までが大阪でﾄﾞﾘﾎﾞでそれは行ったんだけどね。

何気あたしって損してる???（苦笑
(っω；`。)スンスン
ただﾁｬﾝ、こんなﾌｧﾝでｺﾞﾒﾝねー。｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡
ただﾁｬﾝの誕生日にも駆けつけられないような

ﾀﾞﾒなあたしを許しておくれ[:パー:][:悲しい:]
あぁ。でもあの頃は楽しかったなぁ。

なんか今より好きの度合いは低いけど

でもいろいろあって楽しかった[:ぴかぴか:]
何気忠義との歴史は結構長いなぁ。

６年ぐらい???
まだただﾁｬﾝがｶﾞﾘｶﾞﾘだった頃。(笑
ただﾁｬﾝにもｶﾞﾘｶﾞﾘ時代があったのか???[:パー:]
(↑もっそい失礼[:パー:]
でもあたしは今のただﾁｬﾝも過去のただﾁｬﾝも含め大好きです[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

通りすがりさん

eighterがNEWSｺﾝやKAT-TUNｺﾝに行くことは
悪いことだとは思っていません。

ただNEWSが活動再開した時とか
仁ﾁｬﾝが戻ってきた時とか

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


それぞれのｸﾞﾙｰﾌﾟの担当がすごく心待ちにしていた

そのﾀｲﾐﾝｸﾞで行くのが間違ってると思うのです。

出来たら１人でも多くの

NEWS担、KAT-TUN担に行って欲しいじゃないですか。
どれだけ心待ちにしていたかはeighterならわかりますよね???
あたし達が博貴のことを待ってるのと

同じぐらいの気持ちなんですよ。

わかっていただけたでしょうか。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

明日か明後日ぐらいには頑張ります[:グー:]



2007.05.15 Tue ﾄﾞｷﾄﾞｷ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

アンケートの集計終わっただすよ[:汗:]
良かったー[:ハート:]
なんとか誕生日までに間に合いました[:拍手:]
日付が変わった頃アップしたいと思います。

今日は[:テレビジョン:]で２１歳最後の
忠義を目に焼き付けたいと思います[:揺れるハート:]
なんか今日、アンケート集計で燃え尽きたって感じ。(笑
書くこと浮かばないもん[:悲しい:]
何書こ。

ちなみに今日１日のことを書くと

朝６時に寝て昼１３時に起きてそこからずっと[:パソコン:]
途中、膝の裏がつり泣きそうになりますた[:悲しい:]
で、今日はもう夕飯食べたんですわ[:パー:]
１７時半頃。

で、今ブログ書いてるってゆーね[:ぴかぴか:]
[:パソコン:]以外何もしてねぇー!!!!![:パー:]
とりま、歌謡コンサートまでにこれ終わらせて

集中して見なくちゃ[:ハート:]

・・・・・・・・・・・・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・。

今の忠義が気になってブログに集中できないー!!!!![:悲しい:]
今頃ただチャン何してるんだろ???



リハ???
ご飯???
休憩中で寝てる???
ヤスいじりをしてる???(笑

グハッ!!!!

こんなにソワソワしてるのはどうして???
明日、忠義の誕生日だから???
今日、生放送だから???
どっちも[:ハート:][:ハート:][:ハート:]
いやぁ、あたしって案外乙女なのねー[:てれちゃう:]（逝け
あぁぁぁぁぁぁぁあ。

ただチャン、今すぐまひるたんに[:携帯:]くれ。
もうでもただチャンの[:携帯:]での生声とか聞いたら
悶絶死ですわ

勝手に逝ってきます[:パー:]

つーか歌謡コンサート見た!!!!![:ハート:]
最初、忠義、ターバンしてたのに

歌の時になったら取って髪を耳にかけてた。

激しく萌えｽ[:ハート:]
２１歳最後の夜ステキだったなぁ。

すごく忠義笑ってた。

もうTVの前でブンブンやりまくり。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。
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匿名さん

２つのグループをホントに好きなら全然ありだと思いますよ。

ただ本気で好きでもないのに

なんとなく地元に来るから行く???とか
前から行ってみたかったから行ってみる???とかそんな
軽い気持ちで行くのはタイミング違いではないかと

思っただけです。

本気で応援してるなら全然問題ないと思います。

NEWSのことも仁チャンのことも待ってたわけじゃないのに
ノリで行くのは担当さんに失礼ではないかと

思っただけです。

ご理解いただけたでしょうか???

コメレスお休みちぅ。

励みになるのでお気軽に

コメント、お友達のお誘いお待ちしてます。



2007.05.16 Wed 22th!!!!

HAPPY BIRTHDAY
TADAYOSHI OKURA
22th!!!!

忠義、２２歳おめでとう!!!!
忠義に出会ってから何年が過ぎたんだろう。

軽く６年は過ぎてると思います。

またこうやって今年も忠義の誕生日を祝えることが

すごく嬉しいです[:ハート:]
忠義は人一倍努力家で優しくて仲間思いで

すごく穏やかな空気が包み込んでいて

すごくすごくｽﾃｷだと思います[:ぴかぴか:]
そんな忠義をいちﾌｧﾝとして応援出来ることを

誇りに思っています[:ぴかぴか:]
落ち込んだ時、つらい時、

忠義の顔を見るだけで元気になれるし、

忠義の言葉ひとつひとつが心に刻み込まれています。

ありがとう。忠義。

忠義がつらい時に支えになってあげれてるかなぁ???
直接は何かしてあげることは出来ないけど

でもいつも忠義のことを想っています。

それが少しでも忠義の支えになったらいいなって思ってます。

忠義の下にたくさんの幸せが降り注ぎますように。

誕生日おめでとう。

2007.5.16
関ｼﾞｬﾆ∞　大倉忠義担当　福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果とお祝いのｺﾒﾝﾄをUPします。
下のﾊﾞﾅｰからどぞ。
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2007.05.16 Wed 生まれてから８０３５日目。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日2回目。
大倉担まひるですけどもー。

ｶﾞｰﾝ

今気づきました。

元彼の誕生日を忘れてました[:悲しい:]
ちなみに出会ってから８年忘れたことなんてなかったのに。

別れて２年になるけどそれからもずっとお祝いしてて

今年初めて忘れました[:悲しい:]
しかもわかりやすいの。

ヨコと誕生日一緒なのに。

このままｽﾙｰしてしまうのか

遅くなってｺﾞﾒﾝねとﾒｰﾙだけするのかは

自由だー!!!!!
誕生日isﾌﾘｰﾀﾞｰﾑ。誕生日isﾌﾘｰﾀﾞｰﾑ。
と完璧にﾈﾀﾊﾟｸってますけど何か???[:パー:]

そ、そ。昨日ね、１７時半ぐらいからﾈｯﾄが繋がらなくなって

ﾁｮｰ焦ったのね。

なんかﾓﾃﾞﾑのﾗﾝﾌﾟがずっと点滅してるし、

ﾓﾃﾞﾑが壊れたのかと思って

１８時半ぐらいからNTT東日本に[:電話:]してたのね。
それがいつも以上に[:電話:]が繋がらなくて
もしやこれはみんなもﾈｯﾄが繋がらないのでは???
と思いつつ２１時過ぎぐらいに[:電話:]がやっと繋がって
聞いてみたらやっぱり山梨県全域で不安定な状態に

なってるからって話で復旧は２２時過ぎになりますって

話だったのね。

まぁ、まぁ、それなら忠義の誕生日[:ケーキ２:]ｺﾒﾝﾄｱｯﾌﾟも
ｱﾝｹｰﾄ結果のｱｯﾌﾟも間に合うしと思って安心してたのね[:猫2:]
で、２２時ぐらいからﾓﾃﾞﾑの電源抜いて入れてって作業ずっと

やってたんだけどなかなか元に戻らなくて



泣きそうになってた２３時２０分いきなりﾈｯﾄが繋がって

良かった。今からじゃ間に合う!!!!
と思ってサクサクっと作業を進めました。

まぁ、そんなわけでもう少しｱﾝｹｰﾄ結果集計が遅れていたら

間に合わなかったし、

２３時２０分に繋がらなかったらｱｯﾌﾟも遅れていたし、

ﾎﾝﾄネ申だわ[:ぴかぴか:]
とまぁ、そんな裏事情もありつつ忠義の誕生日を迎えました[:拍手:]
ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに忠義、誕生日おめでとう!!!!!

さてさて。昨日の花ﾊﾟﾊﾟなんですが。

淳之が怒鳴ったことにびっくりしています。

淳之ってｹﾝｶとか避けて通るﾀｲﾌﾟだし、

怒鳴ることなんてまず普段の生活から

１番縁遠い人だと思うんです。

そんなわけで貴重なものを見れたわけです[:ハート:]
その瞬間にまひるの発した一言。

「いや〜ん。男前〜[:てれちゃう:]」（笑
ｱﾎです[:GO!:]
そんな三浦くんも大好きよ[:ハート:]

もう昨日の歌謡ｺﾝｻｰﾄの男前っぷりにやられた。

時間なくてO.Aしか見てないんだけど
ひたすら忠義 を目で追う。追う。追う。

ヨコ がすばる に何をささやいていたのかも

もっそい気になったんですが

すばﾁｬﾝ(○´艸`)ｶﾜｲｲ。
だいたい帽子にﾎﾟﾝﾎﾟﾝをつけた２６歳がいますか???(笑
幼児番組のお兄さんかヨコかぐらいでしょ???（笑
章大 の短ﾊﾟﾝはやっかし(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲと思うし。
はぅ!!!!
今回丸ﾁｬﾝ 全然見てない[:悲しい:]
亮ﾁｬﾝ は前髪短くて(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲし。
でもまひるは思ったね。

ヒナﾁｬﾝ がしゃべってる時に



あたしヒナﾁｬﾝかなり好きかも って。(笑
なんかすごい包容力があるじゃないですか???
もうそれに胸ｷｭﾝ[:揺れるハート:]してしまったわけです[:パー:]
今に始まったことじゃないんですけどね[:ハート:]
しかも昨日のﾋﾅﾋﾞｽﾞがﾄﾞﾝﾋﾟｼｬだったわけです[:ハート:]
相変わらず衣装は色物ですけど[:パー:]
あぅ。そんなこったﾊﾟﾝﾅｺｯﾀで結局は忠義のﾋﾞｽﾞが１番ｽﾃｷでした[:ハート:]（ぇ
なんか忠義の髪型ひとつひとつのｱﾚﾝｼﾞが

もっそいｽﾃｷなのー

そんなとこにこだわってるのはまひるが大倉担だから???
もう最近ただﾁｬﾝ、大好き過ぎてよくわかんね[:汗:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果とお祝いのｺﾒﾝﾄを

ｱｯﾌﾟしました。

ご協力いただいた方々ありがとうございました。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

明日には出来たらやりたいなって思ってます。

ﾎﾝﾄ忙しくてｺﾞﾒﾝなさい[:汗:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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2007.05.17 Thu 大倉忠義がだあーい好きです。

おっぱよーん

大倉担まひるですけどもー。

えぇー。今日は５時に目覚めまして

ﾌﾞﾛｸﾞを書いています

忠義の誕生日から一夜明けて

また来年も再来年もお祝い出来たらいいななんて思ってます[:ハート:]
忠義の誕生日は自分の誕生日よりずっとずっと特別なものだし[:ぴかぴか:]
とりま、今は忙しくて[:ケーキ２:]でお祝い出来てないんで
来週のお休みにｹｰｷやさんに行って来ようかなと思ってます[:ハート:]
遅くなっちゃうけどお祝いしたい気持ちは十二分にあるからね[:ハート:]
それはまた写ﾒ日記とつなびぃにｱｯﾌﾟしますねー[:ぴかぴか:]
でも往復がﾊﾞｲｸだから[:ケーキ２:]の行く末が心配で[:パー:]
無事に崩れずに帰ってこれるのか???
ﾎﾝﾄは昨日帰りに行きたかったんだけど荷物が多くて

行けなかったんだよね[:悲しい:]

最近食事が韓国人???（笑
さすがに朝からﾁｹﾞ鍋とかは食べないけど

必ずｷﾑﾁは食べてる。

ｷﾑﾁだけで[:食事:]何杯もいけるもん。
前は味覚が子供味で食べれなかったんだけど

最近は結構食べれる[:ぴかぴか:]
大人になると味覚って変わるんだねー[:てれちゃう:]
さてさて朝ごはんまでまだまだ時間はあるんですが

すでにお腹が空いた模様

ちなみにまだ６時を過ぎたとこです[:汗:]
しかも眠くなってきました[:眠たい:]
でも今寝ると起きれなくなるからﾌﾞﾛｸﾞ書いて我慢我慢。

あ。帰ってきたらｺﾒﾚｽやる予定でいるんで。

予定は未定ですけど[:悲しい:]



ﾎﾝﾄいい加減ですみません[:汗:]

話は真面目な話になるんですが

大阪のｽﾃｰｷ店で１人で食事してた女性が

拉致されてﾚｲﾌﾟされたじゃないですか???
あとちょっと前にも大阪行きの電車の中でﾚｲﾌﾟされた女性が

いたじゃないですか???
その記事読んでﾎﾝﾄ１人で迂闊に出歩けないなぁと

思いました。

どっちの話も常識で考えて有り得ない話でしょ???
でも起こってしまったんですよね[:悲しい:]
怖い世の中ですよね[:悲しい:]
そのﾆｭｰｽ知って結構凹みましたもん[:悲しい:]
まひるもよく１人で行動するので

気をつけたいと思います。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
下のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。
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2007.05.17 Thu 博貴＆ﾉｯﾃｨｰおかえり。

博貴＆ﾉｯﾃｨｰおかえりなさい!!!!

博貴とﾉｯﾃｨｰの復帰が決定しましたね[:ハート:]
ﾌﾟﾚｿﾞﾝでの復帰とのこと。

まひるもﾌﾟﾚｿﾞﾝには思い出がたくさんあります。

そのﾌﾟﾚｿﾞﾝで帰ってきてくれる[:ぴかぴか:]
ぜひ行きたいところですが

出来たら博貴担とﾉｯﾃｨｰ担の方に行ってもらいたいんですよね。

それでまひるはやっかしｴｲﾄに戻ってきてくれることを

１番最初に見たいんですよね。

なのでそれがいつになるのかもわからないのですが

eighterとして待ちたいなって。
そう思います。

博貴へ

今まで長い間、苦しんできたことでしょう。

でもそれも無駄にならなかったと思わせる活動を

期待しています。

おかえりなさい。

途中何度か諦めそうになったこともあったけど

でも博貴を信じてｴｲﾄﾒﾝを信じて

ここまで待つことが出来ました。

ｽﾃｷな仲間をお持ちですね。

これからは決してﾌｧﾝを裏切らない、仲間を裏切らない

そんな博貴でいて欲しいと思います。

(,,ﾟДﾟ) ｶﾞﾝｶﾞﾚ!博貴。

とにかく嬉しくて休憩中に漫喫に来てます。

それで更新しますた。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果とお祝いの言葉ｱｯﾌﾟしました。

下のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。
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2007.05.17 Thu 頑張った自分じゃなきゃ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日３回目です。

大倉担まひるですけどもー。

仕事から帰ってきたら眠ってしまって

現在に至ります[:悲しい:]
そんなわけでｺﾒﾚｽ出来なくてｺﾞﾒﾝなさい。

さすがに今日の５時起きがきつかったかな???(笑

さてさて中途半端に書いたままになってたので

続き書きますと

博貴とﾉｯﾃｨｰの復活が決まりました[:拍手:]
ぜひ少年隊さん含め、共演者などから

学ぶことをしっかり学んで

今までのことを忘れるぐらい素晴らしい活躍を期待しています。

まひるはｴｲﾄに戻ってきた時に

ちゃんとおかえりと言いたいので

ﾌﾟﾚｿﾞﾝは行きません[:悲しい:]
そりゃすぐにでも博貴の活躍は見たいですよ[:ぴかぴか:]
でもやっぱり今まで２年間待ってた内担に見てもらいたいな

って思うんです。

あたしはｴｲﾄに戻ってくるまで

待ちたいと思います。

今まで担当も変えずに２年間待ってた内担に

見てもらいたいんです。

それがどれだけ大変なことかわかりますか???
まひるには忠義のいない２年なんて想像もつきません。

途中何度もﾊﾟﾆｸってしまうかもしれません。

それでも待ってた内担をまひるはﾌｧﾝの鏡だと思います。

研修生の２人にどの程度の役が与えられるかも

わかりませんがそれでも２人のﾌｧﾝに見てもらいたいです。

まぁ、この話も賛否両論だと思うんですけどね[:悲しい:]



今日は「じゃがいもの会」でしたね。

確か去年は空（＠章大）と一緒に行きました[:ハート:]
今日も盛り上がったことは間違いないでしょう。

２２歳になった忠義を今日見れなかったことは残念だけど

でも日々、大倉忠義。なんです。(笑
毎日がまひるにとって忠義DAYだし、
大好きなんだなって思います。

１日１日を大切に生きて仕事頑張って

いろんなこと頑張ってそれで初めて忠義に会えるんです。

手を抜いた自分なんて忠義に会える権利なんてないんです。

だから１日１日を頑張りたいと思います。

忠義が毎日を大切に生きてるように

少しでも忠義を見習いたいなって。

最近は大口開けて笑うことも少なくなった忠義だけど

まひるは大口開けてｷｬﾊｷｬﾊって笑う忠義が大好きです[:ハート:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果とお祝いのｺﾒﾝﾄUP中!!!!

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


http://betty.jp/mahimahi/index.html


2007.05.20 Sun 大倉忠義より好きな人って???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

もうｸﾀｸﾀでござるよ[:悲しい:]
足とかﾊﾟﾝﾊﾟﾝだし[:悲しい:]
昨日もｸﾀｸﾀで帰ってきたのも２２時過ぎてたし、

知らない間に寝てた[:眠たい:]
とりあえずﾁｮｺﾗＢＢ飲んだんだけど

全然疲れが取れない[:悲しい:]
もう瀕死ですわ[:悲しい:]
それでもﾌﾞﾛｸﾞを書くあたしはなんぞや???（笑

つーかＴＶｶﾞｲﾄﾞ!!!![:パー:]
大倉忠義かっこよすぎなんですけど[:パー:][:ハート:]
自主規制してください[:パー:]
もうあんな男前な忠義見たら言葉にならないよ[:ハート:]
はぁ〜[:揺れるハート:]しゃーわせ[:ハート:]
忠義見ただけでもっそい癒される。

この仕事の疲れも気持ちの上では吹っ飛んでおります。

体はついてきてないけど。（苦笑

ｦﾊﾞだからですか???[:パー:](笑
やばいなぁ。今年２４歳だしなぁ。

とりま、現在は忠義と年の差１ｺなんだけどね[:揺れるハート:]
ﾑﾌ[:猫2:]

そ、そ。今日の「ﾗｲｱｰｹﾞｰﾑ」も面白かったです[:ハート:]
松田翔太の出番が少なかったのが悲しいけど

でも結構面白かった[:ハート:]
来週は松田翔太の活躍もあるみたいだし

楽しみだなぁ[:ぴかぴか:]



なんかね、最近またｱﾆ熱が上昇中[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
なんかすごく誠実なとこに惚れた[:ハート:]
ｱﾆの声聞いただけで萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]しちゃうの。
あーぅ。あたしはﾐｰﾊｰですか???[:パー:]
でもやっかし断トツ１番は大倉忠義なわけで

忠義以外の人は考えられないぐらい大好きで

なんかあたしﾎﾝﾄにこのままでいいのかなぁって

時々不安に思うの。

忠義を好きなことはいいことだと思うんだけど

忠義を超える程好きな人が現れなかったら

どうしようって不安に思う。

今はまだいいけどこの先結婚適齢期になって

それでも忠義以外に好きな人が現れなかったら

どうしようってすごく不安に思う。

忠義、結婚してくれますか???（逝け
って本人前にしていいてぇー!!!!
ﾏｼﾞで嫁にもらってくれ[:パー:]

まぁ、その時はその時で自分の気持ちの上で

どうにかなってると思うんだけどね。(笑
でもこの先５年１０年って忠義のこと好きでいられたらいいなぁって

思う。

矛盾してるかもしれないけどそう思う。

忠義のこと好きな自分が結構好きだし。(笑

ﾂｱｰも三重が終わって奈良に入ります。

まだﾂｱｰ始まったばっかりだけど着実に前に進んでると思うし、

ﾂｱｰが終わったら何かたくさんのものを得られていることでしょう。

山梨まではまだまだだけど

でも前回見た時よりずっと成長したｴｲﾄが見れるのが

楽しみです[:ハート:]
なんかでもﾎｰﾙは１部２部見ないと全部見ることが出来ないと



聞いたので結構ｼｮｯｸなんですけど[:悲しい:]
一応１部２部は見れるんですけど

どうせなら２回ｿﾛを見たいじゃないですか???
そこのところは改善して欲しいなぁって思うんですけど[:たらーっ:]
せっかく地元に来るのに１回しか見れない人だって

いるわけだし、

全部見れるように改善して欲しいです[:ぴかぴか:]
まぁ、いろいろ大人の事情があるんでしょうけど[:パー:]

明日も怪我なく無事に終えられますように[:ぴかぴか:]
(,,ﾟДﾟ) ｶﾞﾝｶﾞﾚ!

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いのｺﾒﾝﾄｱｯﾌﾟしました。

下のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お待たせしててすみません。

ﾎﾝﾄに余裕がなくて[:汗:]
来週を目標に頑張ります。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://betty.jp/mahimahi/index.html


2007.05.21 Mon 気合だ。気合だ。気合だ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

そろそろﾃﾝﾌﾟﾚでも考えますかねぇ[:ぴかぴか:]
まぁ、それは火曜日にでも。

ｺﾒﾚｽもまだですし[:悲しい:]
何気すっごいお疲れです[:悲しい:]
首なんてすっごいｺﾞﾘｺﾞﾘなりますよ[:パー:]
なので帰ってきて一休みしないと

ﾏｼﾞ[:パソコン:]の前になんて座れないですよ[:悲しい:]
そんなわけでﾌﾞﾛｸﾞ書くのが日付超えてしまうんですけど[:悲しい:]
まぁ、それはお許しくださいませ[:たらーっ:]

そろそろﾚﾝｼﾞｬｰ を[:パソコン:]に写す作業しないと
[:携帯:]の画面ﾒﾓがいっぱいだお
もうこの作業大嫌い[:悲しい:]
だってたぶん２つぐらいすでに見落としてるやつあるもん[:悲しい:]
しかもそれがいつのやつかわからないってゆーね[:悲しい:]
ただﾁｬﾝのﾊﾞｶﾊﾞｶﾊﾞｶ[:ポロリ:]
最初の１ヶ月なんて全員分手書きだからね[:パー:]
無理ﾀﾞｽ[:悲しい:]
とりあえず１度整理しますわ[:パー:]
もうやることいっぱいあって死にそうー[:悲しい:]
[:ケーキ２:]も買いに行かなくちゃだし[:たらーっ:]
火曜日[:病院:]だし[:悲しい:]
もう[:病院:]行きたくないなぁ[:悲しい:]
でも薬ないと生きていけないし[:悲しい:]
健康な体をおくれ[:パー:]

そ、そ。来週髪を染めるﾀﾞｽー[:ハート:]
黒に!!!!!（笑
なんかすごい中途半端に茶色くてｲﾔなんだよ。



もっそい微妙な茶色なのにやっかしﾌﾟﾘﾝになるじゃん???
それがｲﾔなの。

でもたぶんこれ以上は茶色くするのは危険だと思われるので

結局黒に戻す。

つーか学生時代は良かったよなぁ。

何気ｷﾝﾊﾟｯﾂﾝで[:GO!:]
ただﾁｬﾝも黒いからまひまひも黒でー[:ハート:]（逝け
中途半端に茶色いくらいなら黒髪の方がｵｻﾚだし[:ぴかぴか:]
髪もﾊﾞｯｻﾘ切るﾀﾞｽよー[:ハート:]
もうね、髪がﾓｻﾓｻしちゃって

洗うのが大変なのよ[:パー:]
なんかだんだん短くなってるような[:たらーっ:]
あ。でも今回は伸ばすために一端短く切るのだよ。

だからまた乳ぐらいまで伸ばすっちゃ[:揺れるハート:]
またｴｲﾄｺﾝ行く前に縮毛矯正かけるからね。

(｀·ω·´)ｼｬｷｰﾝ━━━!! 
気合ﾀﾞｽ[:ぴかぴか:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いしますj。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
下のﾊﾞﾅｰからどぞ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://betty.jp/mahimahi/index.html


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

今週中にやります寄って煮。



2007.05.21 Mon 数時間後には仕事ですが何か???

夜中なのに本日２回目。

ｳｻﾞｽ。

大倉担まひるですけどもー。

（ ´,_ゝ｀）プッ
ﾃﾝﾌﾟﾚ変えちゃった[:ハート:]（笑
なんかだってやりだしたら止まらなくなっちゃったんだもん[:てれちゃう:]
明日も仕事なのになぁ[:猫2:]
しかもﾌﾞﾛｸﾞ更新までしてるし[:パー:]
余裕でんがな[:パー:]

あ。つーか誰か教えてください。

TVｶﾞｲﾄﾞの地域限定のやつってもう申し込みは
受け付けてないの???
中部版が完売ってこと???
とりあえず中部版はｹﾞﾄったんだけど

これから毎週どうしようかな???って
思ってて。

ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
全部欲しいよー[:悲しい:]

なんか最近買い物行ってないなぁ[:悲しい:]
なんか毎日洋服見てると無性に買い物したくなる

衝動にかられるんだけど

ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
お金ないよー[:悲しい:]
とりあえず白いｼｬﾂとﾐｭｰﾙが欲しくて[:ハート:]
もう気分は夏だし、可愛いﾍﾟﾃﾞｨｷｭｱしたいしなぁとか

思いつつ。

ちなみにまひるはいつもﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞな色を塗るんだけど

確か忠義はﾋﾟﾝｸとかそうゆう女の子らしいやつが

お好みみたいなのでちょっとﾁｬﾚﾝｼﾞしようとか



滅相もないことを言ってみる。

去年から黄色を探してるんだけど

ﾒｲﾍﾞﾘﾝの黄色がいいんだけど

（↑前持ってたやつ

今無くて[:悲しい:]
ただﾁｬﾝ、ｺﾞﾒﾝ!!!!
あたしやっかしﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞな色じゃないとﾀﾞﾒみたいです[:悲しい:]
あぁ。でもこの際姫ﾃﾞﾋﾞｭｰとかしてみる???（爆笑
我ながら無理!!!![:パー:]
ｶｼﾞｭｱﾙｽｲｰﾂだもん[:パー:]
（↑ｽｲｰﾂじゃねぇだろ???
姫ﾃﾞﾋﾞｭｰする前に痩せろ!!!![:パー:]
でもね、今年はｶｯｺｲｲ女子を目指す!!!![:パー:]
だから白いｼｬﾂにこだわるのーん[:ハート:]
襟とか立てちゃってさ。(笑
（↑本気で言ってる???
まぁ、あくまでも理想ってことで[:ぴかぴか:]

奈良お疲れ様でした[:ハート:]
次は大分ですね。

こうやって徐々に山梨に近づいてくる。

ﾄﾞﾁﾄﾞﾁです[:ラブ:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いのｺﾒﾝﾄUP中!!!!

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


下のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

今週中にやります。

お待たせしてｺﾞﾒﾝなさい。

http://betty.jp/mahimahi/index.html


2007.05.22 Tue 眠れねぇー。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんかいつもなら書きたいことﾊﾟっと浮かぶか

他のﾌﾞﾛｸﾞから刺激もらって書いたりしてるんだけど

今日はそれもﾀﾞﾒで何にしますかー???
って感じなんですけど[:パー:]
それで今日は寝ようと思って２３時ぐらいからﾍﾞｯﾄﾞの中に

入ってたんですけど

全然眠れない[:悲しい:]
そんなわけで結局朝になってしまいました[:悲しい:]

とりま、嵐の宿題くんを書くと今日はｹﾞｽﾄが国分くんで[:ハート:]
もうﾏｼﾞ面白いの。

国分くんが普段嵐に受けてる仕打ちなどを聞かされ

爆笑。

全然先輩なんて思ってないじゃないですか???[:パー:](笑
あと２５?走と借り物競争がﾏｼﾞ半端なく面白い。
なんか翔くんってさ無駄な動き多すぎ!!!!
がに股でﾊﾞﾀﾊﾞﾀと走る姿、最高[:グッド:]（笑
借り物競争地味に醤油を探すニノがｶﾜﾕｽ[:ハート:]
松潤のぐるないのｽﾀｯﾌに聞いた太一くんの短所。

面白すぎです。。゜(゜ノ∀｀゜)゜。ゲラゲラ
嵐の宿題くん収録時間は２時間半とかあるらしいので

かなりｺﾝﾊﾟｸﾄに凝縮されてるようで。

でも今日のやつなら１時間ｽﾍﾟｻﾙでも良かったかなって

思いますね。

ｹﾞｽﾄがよく知る太一くんだからﾒﾝﾊﾞｰも素に近い

感じだったし。

まひるもﾌﾞﾙｶﾞﾘｱのｻﾗﾀﾞが食べたいなぁと思った

腹減らしの大倉担まひるですけどもー。



あぁぁぁぁぁぁぁあ。

もうすでに５時なんですけど

９時起きで[:病院:]に行くとゆう予定は崩された。
早くて１３時起きで[:病院:]だな[:悲しい:]
でも今日はむちゃ∞ﾌﾞﾘが確かないんだよね???
だから寝ないで行くっていうﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰなことも出来るわけで。

帰ってきてから死人のように眠ればいいか[:パー:]
でも[:病院:]始まるまでに後３時間あるんだけど
そこを乗り切れるのかが１番肝心[:たらーっ:]

あ。なんか聞いた話だから確実じゃないんだけど

正直しんどいにｴｲﾄがｹﾞｽﾄで出るらしい。

ﾒﾝﾊﾞｰ全員かどうかはわからないけど[:汗:]
楽しみだなぁ[:ハート:]
最近正直しんどい見てなかったし。

もしかしてｼﾞｬﾆｰｽﾞｵﾝﾊﾟﾚｰﾄﾞの時に見たきり???
何年前の話だよ[:パー:]

あ。眠くなったので

また[:病院:]から帰ってきてから書きますねーん[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いのｺﾒﾝﾄUP中!!!!
みんなの想いが忠義に届きますように。

下のﾊﾞﾅｰからどぞ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

今週中にはやりますね。

http://betty.jp/mahimahi/index.html


2007.05.22 Tue ★ｺﾒﾚｽ★

遅くなってｺﾞﾒﾝなさいです。

ｺﾒﾚｽやります。

いつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

初めましての方も

ありがとうございます。

すごくｺﾒﾝﾄ嬉しいです♥

ｺﾒﾚｽ

ありさ（＠博貴）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

結希（＠すばる）

みおり（＠忠義）

しぃか（＠忠義）

ﾐﾅﾐさん（＠忠義）

三宅健加さん（＠健つん）

ゆか（＠忠義）

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

SUN★SMILEさん（＠忠義）
海ﾁｬﾝ

桃ﾁｬﾝ（＠祐也）

みきさん

陽菜（＠章大）

通りすがりさん

キムさん（＠忠義）

えみさん

るぅんさん（＠忠義）

りずむさん

紗羅さん（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
下のﾊﾞﾅｰからどぞ。

 ありさ（＠博貴）
今日手紙の返事出しました。

遅くなってｺﾞﾒﾝねー。

まひる、体弱いね。(涙
元々うつ病患者だからなんだけどね。

ﾎﾝﾄ忠義に看病してもらったらうつなんてすぐどこか

行っちゃうのに。

ただﾁｬﾝお願い!!!!＞＜（笑
うつ病はどこか行くけど熱が出そう。

知恵熱???(笑
すごいね。そんなに当たったんだ???
結構ﾊｽﾞﾚてる人もいるのに

ありさは運がいいんだねー。

まひるは地元だけだよ。

今のとこ。

あ。内ｷｭﾝ復帰おめでとう!!!!
やっと帰ってくるね。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

なんかたとえ相手が芸能人でも人を本気で好きに

なるってｽﾃｷだなって思いたいよね。

うん。ｸﾞﾙｰﾌﾟって誰一人欠けてもﾀﾞﾒだと思うんだ。

その中でも今の地位があるのはヨコの

おかげでもあるかなって。

もちろんﾒﾝﾊﾞｰみんなの頑張りだけど

ヨコが居なかったらって思うとやっぱりヨコって

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://betty.jp/mahimahi/index.html


すごいなって思います。

やっぱり人の気持ちも考えられるようにならないと

ﾏﾅｰって守れないんじゃないかって思うんだよね。

自分がされてｲﾔだと思うことがわからないとね。

ﾎﾝﾄたくさんの人に誕生日をお祝いしてもらえるって

すごいことだなぁって思います。

人に嫌われることは簡単だけど

人に好かれるって難しいことだと思います。

忠義が教科書に載ったらまひるも学生やり直します。（笑

（↑無理だろ???
ななﾁｬﾝにとっても忠義誕生日はHAPPYDAYだったんだね。
おめでと♥

結希（＠すばる）

ありがとう。

結希のおかげでなんか自信持てたよ。(笑
相手が芸能人でも手の届かない人でも

好きって気持ちは誰にも抑えられないもんね。

そっかぁ。結希はｷﾝｷが好きだったんだね。

６年経って戻ってきたのかぁ。

やっぱりｼﾞｬﾆｰｽﾞってすごいなって思うんだよね。

こんなに人を魅了する力の強い人達の集まりも

そうないでしょ。

ｱﾝｹｰﾄ協力ありがとうございました。

集計は大変だったけどみんなに喜んでもらえるものが

出来てよかったなって。

なんかいつも「歌謡ｺﾝｻｰﾄ」ってヨコがおちゃらけてるよね。

で、ｱﾅｳﾝｻｰの人に話振られるんだけど

わざと作ったようなｺﾒﾝﾄで返すの。（笑

あれ結構定番化しつつあるよね。(笑
もうすばるも可愛いし、ヒナﾁｬﾝの返しがﾅｲｽだよね。(笑
あたしも短髪ヒナﾁｬﾝがすきです♡

みおり（＠忠義）

結局ﾄﾞｰﾑの特別枠どうした???



そだよねー。

やっぱり勉強とﾊﾞｲﾄの両立が出来てそれで

ｴｲﾄの応援が出来るんだよねー。

やっぱり両立が出来てなかったら親も遠征とか

許してくれないと思うし。

え???これですか???
忠義に本気で惚れるあたしに魅力を感じたんですか???
あれ、まぁ。

世の中何があるかわからないねー。（笑

ある。ある。彼氏ﾌﾞｰﾑって。(笑
なんかそんなﾌﾞｰﾑで付き合うより本気で好きな人と

向き合った方があたしはいいと思う。

歌謡ｺﾝｻｰﾄあれはもうTVの前でももうﾔﾊﾞかった。(笑
みおりはじゃがいもの会に行ったんでしょ???
どうだった???
まひるも一昨年行ったけど今年はいいやと思って

申し込まなかったんだよね。

ｱﾝｹｰﾄ協力ありがとうございました。

ﾎﾝﾄｱﾝｹｰﾄの集計やっててこんなに愛されてる

大倉忠義ってﾎﾝﾄにすごい人なんだなって

思いました。

これからも応援頑張ろうね♥

あ。やっかしﾃﾝﾌﾟﾚはﾋﾅ???(笑
全然意識してなかったんだけどなぁ。

なんか緑やﾋﾟﾝｸが多かったから

変化つけてみたんだけど。（笑

あの言葉はねぇ、「ｽｷ。」っていう詩集があるんだけど

それからいつも抜粋してます。

うーん。自分で考えられたらいいんだけどねぇ。

そんな頭良くないし。(笑
おおー。じゃ、２人で頑張ってｶｯｺｲｲ女目指そうぜぇ。

忠義を落とせるようなｶｯｺｶﾜｲｲ女子を目指そう。

しぃか（＠忠義）

しぃかも７月までおあずけなんだね。

なんかまひるは悶々とした日々を送ってますよ。



ただﾁｬﾝ♥ただﾁｬﾝ♥ただﾁｬﾝ♥って。(笑
歌謡ｺﾝｻｰﾄ見て悶絶死したし。(笑
卑怯だ。あの男前度は卑怯だ。

福井PGってもう発売になった???
（何も知らないあたし

ﾁｹｯﾄ取れるといいねぇ。

出来るだけｴｲﾄに会いたいもんね。

ﾅｽ色は滅多に使わないんだけど

褒めていただけてよかったです♡

６月２３日当たってるといいねぇ。

もうｱﾙﾊﾞﾑ発売が待ち遠しくて仕方がないのよ。

なんかそれでも２月２５日から今日まで

まひるが大人しく待っていられることが珍しい。

もう３ヶ月だよ。（涙

ﾐﾅﾐさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

まひる、ﾌﾞﾛｸﾞ面白く書けてますかねぇ???(笑
最近かなり自己満なんですけど。(笑
ﾐﾅﾐさんもﾌﾞﾛｸﾞやってるんですねー。

ぜひぜひ遊びに行かせていただきますので

良かったらｱﾄﾞﾚｽ出してくださいねーん。

いえいえ、こちらこそ仲良くしてくださいねー♥

そうですよね。

ﾂｱｰも始まったばかりなのにたくさんのﾏﾅｰ違反の人の

話を聞きます。

お互いが注意出来ることなら注意して

もし自分の友達でもあれ???って思うことがあったら
ちゃんと注意するべきですよね。

せっかくの４７ﾂｱｰをｴｲﾄにｶﾞｯｶﾘして欲しくないです。

いよいよ内くん始動しますね。

今までの分もぜひ頑張って欲しいですよね。

一日も早いｴｲﾄ復帰を願います。



三宅健加さん（＠健つん）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｱﾝｹｰﾄ記入させていただきました。

ゆか（＠忠義）

ｷﾂｲことばっかり言ってｺﾞﾒﾝね。

でもわかって欲しかったから。

また落ち着いたらﾒｰﾙなりｺﾒﾝﾄなりください。

待ってます。

鳥取ってたちょのﾙｰﾂでしょ???
きっと忠義も楽しみにしてるよね。

行けるのが羨ましいよ。

まひるもあんまり有給休暇とか使いたくないから

なるべく休日出勤して代休取るようにしてる。

まぁ、あんまり有給休暇も残ってないんだけどね。(苦笑

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

まひるも昨日女の子の日になったので

お腹が痛くて。（涙

おぉ。忠義にﾀｯﾁできたんだ???
すごい。すごい。

握手会以外で忠義にﾀｯﾁしたことない人１名。(笑
８公演も行けるのかぁ。

羨ましいなぁ。

うーん。仕事にもよるんだけど

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ充実させたい場合と自分のやりたいこと

やる場合でも違ってくるし。

自分のやりたいことやってﾌﾟﾗﾍﾞも充実してたら最高なんだけどね。

まひるは洋服の販売員やってます。

なのでみんなが休んでるような時がﾊﾘｷﾘ時です。(笑

SUN★SMILEさん（＠忠義）
初めまして。



ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。いつもﾌﾞﾛｸﾞ見てくださってるんですか???
ありがとうございます。

励みになります。

全然。全然。ｶﾞｷﾝﾁｮなんて思いませんよ。

あ。ﾃｺﾞと吾郎ﾁｬﾝも好きなんですねー。

松田翔太いいですよね!!!!!!!!（必死
大阪ﾁｹｯﾄどうでした???
取れました???
お互い最高の夏にしたいですね。

海ﾁｬﾝ

こちらこそ相ﾘﾝありがとうね。

海ﾁｬﾝの期待に沿えるようなﾌﾞﾛｸﾞ書きます。(笑
仕事って大変だよね。

まひるも今の仕事やめたいって思ったことはあるよ。

仕事の内容よりも人間関係で。

それでうまく笑えなくて

仕事してても楽しくないなって思って。

でもﾎﾝﾄにｲﾔな中でも自分のやり方で

自分らしく仕事してたらちゃんと認めてくれる人はいる。

だから海ﾁｬﾝも頑張って!!!!
そして楽しく働いてｴｲﾄに会えたら最高じゃないかと

思います。

桃ﾁｬﾝ（＠祐也）

他の方からもｺﾒﾝﾄいただいたので書いたのですが

他のｸﾞﾙｰﾌﾟのｺﾝｻｰﾄや舞台に行っちゃいけないって意味では

ないんです。

いろんなｸﾞﾙｰﾌﾟやｼﾞｬﾆｰｽﾞ問わずｺﾝｻｰﾄや舞台など

観に行くというのはいいことだと思います。

でもKAT-TUNのこと仁ﾁｬﾝのこと本気で待ってたわけでもないのに
なんとなく帰ってきたからｺﾝｻｰﾄ行ってみようか???
とかそうゆうなんとなくっていうのが

１番よくないと思うんです。



ﾎﾝﾄに好きな方はたくさんいます。

１番仁ﾁｬﾝのこと待ってた方が行くのがﾎﾝﾄだと思うんです。

みきさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

全くみきさんのおっしゃるとおりだと思います。

人は生きてく中で全く他人を傷つけずに

生きることは無理だと思います。

でもその中でも出来るだけ他人を傷つけずに

生きていくにはどうしたらいいのか???
それはﾏﾅｰを守ることだと思います。

そのことはすべての人間に当てはまることだと思います。

ﾏﾅｰが守れてなければこれだから

ｼﾞｬﾆｦﾀは。とかこれだからeighterはと
悲しい言われ方をしてしまいます。

ﾏﾅｰを守ってみんなが楽しい応援が出来るといいですよね。

陽菜（＠章大）

はぁ。ﾎﾝﾄ節約はしないとﾀﾞﾒだなぁと最近よく思う

まひるです。

陽菜はちゃんと節約してるんだね。

自分のやるべきことちゃんとやってﾏﾅｰ守って

それですばるが「間違いない」とﾎﾝﾄに心の底から

思えるようなeighterになりたいよね。
お互い頑張ろうね。

通りすがりさん

少しでもご理解していただけた方がいてよかったなって思います。

ﾎﾝﾄはこうゆうことも書きたくはないんです。

（ﾏﾅｰ守ってくださいとか今回書いたようなこと）

批判もされますし。

でも誰かが書かなければ気づかないこととか

あると思ったので今回いろいろ書かせていただきました。



通りすがりさんに一瞬でも不愉快な思いをさせて

しまったこと謝ります。

ｺﾞﾒﾝなさい。

そしてこれからもﾖﾛｼｸお願いします。

お互いｴｲﾄの応援頑張りましょうね。

キムさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうなんですよねー。

申し込まないでとは言わないけど

でもぶっちゃけNEWS担やKAT-TUN担の方が
当たって自分がﾊｽﾞﾚると凹みますよね。

だからﾎﾝﾄはFCを分けて欲しかったです。
そしたらﾎﾝﾄに好きな人はそのｸﾞﾙｰﾌﾟのFCに入るでしょうし。
他G担でもFCに入るまで好きってことはﾎﾝﾄに好きなんでしょうし。
これからもお互いいろんなことと葛藤しながら

応援頑張りましょうね。

えみさん

初めましてでいいのかしら???(笑
ｱﾝｹｰﾄご協力ありがとうございました。

ﾎﾝﾄにたくさんの方からｱﾝｹｰﾄご協力いただいて

嬉しく思っています。

せっかくみなさんがご協力してくださったので

ぜひたっちょんの目に留まるといいなって

思ってます。（贅沢???(笑
いえいえ、ﾎﾝﾄｴｲﾄのこと応援してくださってる

みなさんのご協力なくては出来ない企画でしたから

ﾎﾝﾄに成功してよかったなって思ってます。

これからもﾌﾞﾛｸﾞﾖﾛｼｸお願いします。

るぅんさん（＠忠義）

ｺﾒﾝﾄ＆ｱﾝｹｰﾄご協力ありがとうございます。



覚えてますよー♥

一応ｱﾝｹｰﾄご協力いただいた方でﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方のところには

お礼かねがね遊びに行かせていただこうと思ってるので

るぅんさんのところにもお邪魔するかと思いますが

ﾖﾛｼｸお願いします。

いやいや、まひるなんて全然大倉担としては

お褒めいただく程の人間じゃないですから。(笑
ただの変態です。(笑
これからもぜひぜひﾖﾛｼｸお願いします。

りずむさん

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そ、そんなeighterの鏡なんてもったいないお言葉です。
でも嬉しいです。

ありがとうございます。

りずむさんもぜひぜひ毎日大切に生きて

楽しい人生であったと言えるような生き方が

したいじゃないですか。

ｴｲﾄがきっかけで出会ったあたしとりずむさんですけど

それからはお互いが支えあえる仲間でありたいと

願ってます。

お互い頑張りましょう。

紗羅さん（＠忠義）

お久しぶりです♡

ｱﾝｹｰﾄ協力ありがとうございました。

おかげさまでたくさんの方に

ご協力いただきまして記念になるものが出来ました。

これがﾎﾝﾄに忠義の目に留まるといいなって思ってます。

ﾎﾝﾄたくさんの方に愛される大倉忠義と言う人は

すごいなって改めて思いました。

そんな忠義に出会えてﾎﾝﾄ幸せですよね。

あ。ﾃﾝﾌﾟﾚありがとうございます。

珍しくﾅｽ色で作りました。

ちなみに最初はﾋﾟﾝｸで作る予定でした。(笑



来月はﾋﾟﾝｸで作りたいなって。

なんせ博貴、復活ですからね。



2007.05.22 Tue 大倉忠義誕生日を今更ながらお祝いする会。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやりましたので

ぜしぜし見てくださいねー[:ハート:]

つーか今日９時起きで[:病院:]行きました[:GO!:]
で、帰りに[:ケーキ２:]の美味しいお店に行って
遅ればせながらの忠義の誕生日祝いを

しようと思ったら休みだったのー[:悲しい:]
で、近くの不二家に行ってﾎｰﾙｹｰｷを買ってきました。

お店の人にﾌﾟﾚｰﾄに「ただよし２２才」って入れてくださいって

言ったｽﾞﾗ[:ハート:]
それでﾛｰｿｸ探してたら数字ﾛｰｿｸがあって

８があったからそれも買ったんだけど

２２才って入れてくださいって言っておいて

８を買ったからお店の人も不思議に思ったみたいで。(笑
で、午前中につなびぃと写真日記にUPして
ｺﾒﾚｽを始めたんだけど

昨日女の子の日になって寝不足もたたって

すっごいお腹痛くて[:パソコン:]の前に座って
いられなくなって１時間ぐらい寝たの[:眠たい:]
そしたら夢見て。(笑
なんか顔だけｱﾋﾙになって白衣に水中眼鏡とｼｭﾉｰｹﾙつけて

宇宙船に乗ろうとしたら空（＠章大）に

置いていかれたってゆー夢。（笑

早速目覚めて空に報告したらｱﾎ扱いされました[:悲しい:]
で、体調がよくなったので

ｺﾒﾚｽの続きをやり、無事終えました[:グッド:]

ﾏｼﾞね、昼間から[:食事:]も抜いて[:ケーキ２:]ばっか食べてる。(笑
もう当分甘いものはいいです[:パー:]



ｷﾑﾁに[:食事:]が食べたいもん[:悲しい:]
まだ半分ぐらいあるんだけどね[:悲しい:]
来年はﾎｰﾙｹｰｷはやめよう[:悲しい:]

あ。そだ。先週のﾚｺﾒﾝの感想書いてなかったよね。

最近ずっと聴き忘れてたんだけど

忠義の誕生日の次の日だし、何かあると思って

聴いたのね[:ハート:]
そしたらただﾁｬﾝと[:電話:]でﾄｰｸ!!!![:拍手:]
もう素の忠義が(○´艸`)ｶﾜｲｲの[:ハート:]
結局２４時になったら[:携帯:]がかかってくることは
事前に知ってしまったみたいだけど

もうすっごいすっごい嬉しかった[:ハート:]
２２歳になって初めての忠義だったし

なんか自分が忠義と[:携帯:]してるぐらいﾄﾞｷﾄﾞｷ[:ラブ:]した。
なんかそういや、去年の忠義の誕生日ﾊﾟｰﾁｰの

写真を思い出した。

みんなでﾎﾞｰﾘﾝｸﾞに行って忠義がﾋﾟﾝの着ぐるみ着てるやつ。(笑
あれ可愛かったなぁ。

たぶんﾂｱｰの名古屋でしか写真公開してなかったと思うんだけど

たまたま写ﾒｹﾞｯﾄ出来て見れたんだけど

ほんとほっこりした

今年は三重でお祝いしたみたいだけど

お約束の[:ケーキ２:]に顔突っ込むやつもやられたみたいだし、
やっぱり三重は行きたかったなって思った。

来年何かの機会で忠義の誕生日をお祝い出来ることがあったら

ぜひ遠征したいなって思う。

あ。今日忠義の誕生日関係の話しかしてないなぁ。(笑
まぁ、遅ればせながら今日お祝いしたってことで[:てれちゃう:]

短いけどほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
下のﾊﾞﾅｰからどぞ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


http://betty.jp/mahimahi/index.html


2007.05.24 Thu 飲み友達になりました。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、お腹が痛くて仕事休んだ[:悲しい:]
昨日もお風呂入れないぐらい体調悪かったし[:悲しい:]
全部女の子の日のせいですけどね[:パー:]
だから病気とかではないのでご安心を[:パー:]
ﾏｼﾞしんどい[:悲しい:]

そう。聞いて!!!!（きっとろくでもない話
ヒナﾁｬﾝと飲み友達になった[:ハート:]
という夢を見た。(笑
ﾏｼﾞね、ﾎﾝﾄにその夢がﾘｱﾙ過ぎてﾎﾝﾄだと思ったんだって[:パー:]
夢と現実の区別もつかないぐらいﾘｱﾙで。

やったー!!!!ってﾏｼﾞで思ったもん。
ヒナﾁｬﾝ優しかったな。(U。-(ェ)-。U)ポッとか
思ったりしてさぁ。

そんなわけでﾘｱﾙに今、あたし、ﾋﾅﾃｨﾌﾞに恋してます[:ハート:]（爆笑
病気ですけど何か???[:パー:]
もう夢じゃん???
だからまひるの理想をｸﾞｲｸﾞｲと突いてくるのよ。

ﾋﾅﾃｨﾌﾞが!!!!![:パー:]
あぁぁぁぁぁぁぁあ。

村上信五ぉー!!!![:ハート:][:ハート:][:ハート:]
それでなくても村ネ申には弱いのに[:てれちゃう:]
あたしの理想をｸﾞｲｸﾞｲ突いてくる男、村上信五

なんかヒナﾁｬﾝに男を感じるの。

キャッ(/ω＼*))((*／ωヽ)キャッ。
キモくてｺﾞﾒﾝなさいね[:パー:]
まぁ、この夢の魔法も数日にはとけてしまうんですけどね[:パー:]
大倉忠義全開で帰ってきますけどね[:パー:][:ハート:]
病んでますけど何か???[:パー:]



つーか昨日、ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉを見忘れました[:悲しい:]
ﾎﾝﾄ体調悪くてﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉがあることさえ忘れていた[:悲しい:]
ﾉｰｰｰｰｰｰｰｰﾝ!!!!!
まつずん。

つーか１枚のﾊｶﾞｷが[:家:]に来ていて
なんかおかしな話だなぁとか思いつつ

[:電話:]しそうになった。
でも忘れてて今日の受付時間過ぎてて

明日[:電話:]しようと思ってて
でもおかしいなぁって思ったからｵｶﾝに聞いたのね。

そしたらなんとそれは振込み詐欺の手口だったの。

危うく[:電話:]するとこだったよ[:悲しい:]
怪しいﾊｶﾞｷにはご注意を。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ脚気＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
下のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://betty.jp/mahimahi/index.html


励みになるのでお気軽にどぞ。



2007.05.29 Tue 今は自信ないあたしだけど。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

オヒサ[:パー:]
さてさてまひるにしては結構日にちあけましたね。

何してたかというとお腹痛くてくたばってました[:悲しい:]
金曜日の早朝吐き気にやられて

ずっとﾄｲﾚにこもって吐いてて

その後は下痢ﾋﾟｰですよ[:パー:]
なんか日ごろの疲れが出たみたいで食べ物を

消化しきれてなかったみたいで[:悲しい:]
それで金土って仕事休んだんですよ。

もう全然仕事に行ける状態じゃなくて。

ﾄｲﾚとﾍﾞｯﾄﾞを行ったりきたりしてて

途中我慢できなくてｷｯﾁﾝで寝たりしてて。

自分でも仕事休みすぎだなって思ったからすごく

反省してたんですよ。

４月にもそれで仕事休んでたし。

だから休日出勤とかしてたし。

それなのに今日帰りに店長にすっごい怒られて。

休む１週間前にはちゃんと言ってくださいって

言われて。

だって急に具合悪くなったんだからしゃーないじゃんって

ﾏｼﾞでｷﾚそうになった。

前回の時も反省したから

休み埋めるために出勤してたし。

それなのに今度やったらｸﾋﾞにしますぐらいのこと

言われてｶﾁｰﾝってきちゃってさ。

まひるだって頑張ってるのにって。

困ったときだけ甘い声出してきて最悪[:パンチ:]
店長なんて大嫌いだ[:ぶー:]

そんなわけで今日ﾌﾞﾛｸﾞ復帰もしてみました[:ハート:]



いきなり愚痴から始まってｺﾞﾒﾝなさい。

最近まひるもいろいろあるのよ。

そりゃ疲れやｽﾄﾚｽからくる消化不良もありますよ[:パー:]
またしばらく休み返上で頑張るか

ここはしばらく体調を整えるか。

まぁ、その話はこれぐらいにして

最近、倦怠期???[:パー:]
なんか忠義見ても萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]しないんですよ。
たぶんに自分に余裕がないだけのことだと

思うんですけど[:パー:]
でもヒナﾁｬﾝの夢見たこととあきがすばる担になったこと。

そうゆうこと含めて考えて担当ってなんぞや???
と思うんですよね。

もうｴｲﾄﾒﾝみんな大好きで忠義が１番好きってわかってるから

担当なんて枠で捕らえてしまっていいのかな???
って思うんですよね。

担当って完璧にﾌｧﾝとﾀﾚﾝﾄの一線引いた言い方でしょ???
なんかまひるの中ではその一線の中に

収まりきらない程の気持ちでいっぱいなんです[:ハート:]
そうゆう考えが痛いｦﾀだということももちろん承知です。

でもｴｲﾄが大好きだし、忠義がもっともっと大好きだし、

担当なんて言葉じゃ計り知れない。

ﾎﾝﾄの忠義のことなんて何一つ知らないけど

関ｼﾞｬﾆ∞の大倉忠義は大好きで[:ハート:]
忠義のすべてを知りたいと思うけど

忠義のすべてを知っても嫌いにならない自信もあるけど

でも怖い。

恋ってそんなもの???
まひるのﾘｱ恋大倉忠義[:ハート:]
４０歳、５０歳になったまひるが

「あぁ、大倉忠義のこと本気で好きだったなぁ。」って

良い思い出として振り返られたらいいなって思います。

今自分に余裕がなくて忠義に好きって言える程

自信持ってる自分じゃないけれど。

また余裕が出来たら忠義のことｴｲﾄのこと



いっぱい語ろうと思います。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いのｺﾒﾝﾄＵＰ中!!!!
下のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄ、お友達のお誘い大歓迎です[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://betty.jp/mahimahi/index.html


2007.05.29 Tue 抱きしめられたまま眠りたいよ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は爆睡してました[:眠たい:]
でもおかげで忠義の夢が見れた[:ハート:]
夢の中でも寝てたんですけどね[:悲しい:]
最初は、すばﾁｬﾝの隣で寝てたんだけど

胸を肘でﾄﾞﾝと突かれて痛かったので（笑

忠義の隣へ。

忠義が「どしたん???寝られへんのか???」（ｺﾞﾒﾝ。関西弁へたくそで[:パー:]
って囁きVOICEで言うわけですよ[:ハート:]
で、「忠義の隣じゃなきゃ眠れないよ。」って

言ったらﾌって笑ってｷﾞｭってﾊｸﾞ[:ハート:]

キタ━━━(;´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀)━━━━!!!

忠義からﾊｸﾞいただきましたー[:ハート:]
で、結局そのまま寝た夢を見ますた[:ハート:]
じゃ、なんであたしは最初すばﾁｬﾝの隣で寝てたんでしょうか???
しかも胸に肘鉄くらわせられるあたしは···｡（笑

すばﾁｬﾝに背を向けられて寝てたわけでしょ???
寂しいな。あたし[:パー:]
でも忠義から囁きVOICEと笑顔とﾊｸﾞをいただきました[:ハート:]
あぁぁぁぁぁぁぁあ。

やっかしただﾁｬﾝが大好き[:ハート:]

大倉忠義ヽ(´ー｀)ノﾏﾝｾｰ。

あぁ。忠義の夢１つで幸せになれるあたしは



なんてﾉｰﾃﾝｷなんでしょ???
ﾏｼﾞﾌﾜって感じで抱きしめてくれてすっごいいい匂いがしたんだよなぁ。

ただﾁｬﾝｽﾃﾁ[:ハート:]
はぁぁぁぁぁぁぁああ。

しゃーわせ

はい。これで村ネ申から脱出[:GO!:]

あ。そだ。

今週の「ﾎﾃﾘｱｰ」にSS501が出るんです[:ハート:]
これは録画ね[:パー:]
ちなみにﾋｮﾝｼﾞｭﾝ（ﾘﾀﾞ）が好きなの[:ハート:]
今ね、SS501のDVDが欲しいんだけど
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾗｲﾌのBOXも欲しいの。
でもBOXは限定だからもう売ってないかも[:悲しい:]
しーかーも。

今月、Y&Jの継続の振込み用紙入ってたし[:悲しい:]
BOX、１万円もするしなぁ。
そんなにあたしお金持ちじゃないしなぁ[:悲しい:]

まぁ、そんなわけで夢って自分の理想を

ｸﾞｲｸﾞｲ突いてくれるので幸せだなぁと[:ハート:]
まぁ、すばやんには嫌われたけど[:パー:]（笑

ﾘｱﾙただﾁｬﾝにﾊｸﾞしてもらいたいな···｡

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果とお祝いのｺﾒﾝﾄUP中!!!!
下のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にｺﾒくだﾊﾟｲ。

http://betty.jp/mahimahi/index.html


2007.05.29 Tue 内博貴、入所８周年おめでとう。

内博貴

入所８周年おめでとう!!!!

去年はなんとなくお祝い出来なかったけど

今年は大手を振って８周年をお祝いします。

６月からﾌﾟﾚｿﾞﾝのﾘﾊに入ると思うんだけど

そこでなんかﾎﾝﾄに復帰するんだなぁって改めて実感

する気がする。

ﾌﾟﾚｿﾞﾝ観に行く方はﾎﾝﾄに博貴やﾉｯﾃｨｰを暖かい目で

見守ってあげてくださいね。

決して２人がﾒｲﾝのお芝居ではないので

ﾏﾅｰとか守っていただけたらなと思ってます。

無事に博貴が８周年を迎えられたことがﾎﾝﾄに

嬉しいです。

あとはｴｲﾄに１日も早く戻ってきてもらえたらなって

思ってます。

８周年おめでとう。

ﾌﾟﾚｿﾞﾝ頑張ってください。

2007.5.29
関ｼﾞｬﾆ∞　大倉忠義担当　福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
下のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

http://betty.jp/mahimahi/index.html


2007.05.30 Wed ★ｺﾒﾚｽ★

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

いつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

初めましての方もありがとうございます。

すごく励みになるので

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

ｺﾒﾚｽやりますね。

ｺﾒﾚｽ

桃ﾁｬﾝ（＠祐也）

りこさん

みおり（＠忠義）

彩帆さん（＠忠義）

なつみ（＠忠義）

紗羅さん（＠忠義）

みずき（＠章大）

hikaluさん
さよさん（＠忠義）

海ﾁｬﾝ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
下のﾊﾞﾅｰからどぞ。

 桃ﾁｬﾝ（＠祐也）

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://betty.jp/mahimahi/index.html


そもそもの根本は１つのFCで３つのｸﾞﾙｰﾌﾟのｺﾝｻｰﾄの
申し込みが出来るってことだと思うんです。

別々だったらﾎﾝﾄに好きな人がﾎﾝﾄに好きなFCに
入るわけだし。

桃ﾁｬﾝの考えが間違ってるとは思ってないよ。

りこさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

毎日見てくださってるんですか???
ﾎﾝﾄにありがとうございます!!!!
三重と去年の名古屋行かれたんですか???
めっちゃ羨ましいです。

今年は誕生日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ、たちょと同じ年のﾜｲﾝだったんですよね???
なんかたちょ、ﾜｲﾝ好きなんですかねぇ。

よくﾜｲﾝ飲んでたみたいな話聞くんで。

なんかﾜｲﾝ似合い過ぎますよね。（笑

また何かｴﾋﾟｿｰﾄﾞなどありましたらぜひぜひｺﾒﾝﾄに残してください。

みおり（＠忠義）

まひるも仕事は大変だけど

ｴｲﾄに会うために頑張らなくちゃって思うよ。

なんか高校生ぐらいの時ってみんな結構彼氏作ってー。

みたいな空気漂うじゃん???
まぁ、まひるも彼氏はいたんですが。(笑
でもやっぱり彼氏いるとまひるの場合ちょっと

ｼﾞｬﾆ熱とか下がるのね。

それが忠義を好きになって段々彼氏よりも

ｴｲﾄ優先させるようになって。（苦笑

特に彼氏と遠距離になったからなんだけど。

でも遠距離になってなくてもたぶん忠義を

優先させてたと思うな。（笑

うん。やっぱりｦﾀを認めてくれる彼氏が１番だよ。

ﾎﾝﾄに健康第一だよ。

自分に余裕がないと忠義の顔も目に入ってこない



っつーか。

うーん。ｹﾝｶは売らないけどね。（笑

ｺﾞﾙﾏｲのCD買うけどたぶん握手会は行けなさそう。
たぶん日曜日だろうし。

行けたら行きたいけど。(笑
たぶんｺﾞﾙﾏｲは優しい。(笑

彩帆さん（＠忠義）

こんにちわ。

わざわざｺﾒﾝﾄ返しありがとうございますぅ。

え???ﾎﾝﾄですか???
まひるが憧れなんかでいいんですか???
考えなおすならいまのうちですよ。(笑
ぶっちゃけ嬉しいです♡

ｺﾞﾙﾏｲ、たぶんまひるもCDだけは買おうかなって
思ってます。

握手会は日程出てみないと行けるか

どうかわからないんですが

たぶん日曜日だと思うんで仕事休めそうにないかなって。（涙

こちらこそこれからもﾖﾛｼｸお願いします。

なつみ（＠忠義）

ヒナﾁｬﾝと飲み友達っていろいろ相談にのってくれそうだし、

楽しそうだし、すごくいいよね???
なんかまひるがよく夢から覚めて思うことは

自分がｼﾞｬﾆｰｽﾞの誰かと友達、もしくは同じ学校だと

思ってしまうこと。(笑
ﾎﾝﾄこれよくあるんだ。

なつみとかﾘｱﾙに高校生だし、そうゆう夢見ることない???
ﾏｼﾞ振込み詐欺の手口が巧妙すぎて怖いわ。

大人になるとね、借りてもいないお金の

返済がまだだからとかってﾊｶﾞｷとかくるのよ。

で、もし間違いでしたらご連絡くださいって

書いてあってそこに連絡するとｱｳﾄってゆーね。

そうゆう振込み詐欺があるんですよ。



紗羅さん（＠忠義）

いやいや。（笑

(・ε・)ｷﾆｼﾅｲ!!でくだされ。
ヒナﾁｬﾝと飲み友達っていいよね???
なんかいろいろ相談にのってもらえそうだし、

楽しそうだし、大人だし。

あぁ。思い出すだけでもﾄﾞｷﾄﾞｷです♥（笑

ただﾁｬﾝのﾊｸﾞもいいよね。（笑

夢に溺れる乙女より。(笑

みずき（＠章大）

ヒナﾁｬﾝと飲み友達って夢いいよね???
ただﾁｬﾝのﾊｸﾞも最高だけど。

あたしって最近夢見すぎでしょ???（笑
しかも自分に都合のいい夢ばっか。(笑
でもたぶん覚えてないだけで夢じたいはもっと

見てると思うんだよね。

目が覚めた時ほっこりしてるから。(笑
章大の夢は、昔、山梨に来たって夢を見た。

なんか普通に駅前とか歩いてて。（有り得ない

空（＠章大）が握手してもらってたって夢。(笑

hikaluさん
お久しぶりです。

そうですかぁ。ｴｲﾄ担降りるんですねぇ。

寂しくなりますけどhikaluさんの決めたことですし。
わかりました。

ﾘﾝｸは外しておきますね。

こちらこそ今までありがとうございました。

担当変わっても頑張ってください。

さよさん（＠忠義）



初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あぅあぅ。（笑

ﾎﾝﾄご心配かけてしまったようで申し訳ないです。

またこれからも頑張ってﾌﾞﾛｸﾞ書いていきますので

ﾖﾛｼｸお願いします。

ﾎﾝﾄこう言っていただけるとますますﾌﾞﾛｸﾞ

頑張ろうって励みになります。

ありがとうございます。

海ﾁｬﾝ

まひるも職場で怒られたのでうつです。

忠義からのﾊｸﾞいいですよね♥

まひるはあんまり夢の登場人物多くないんですよー。

多くて４人ぐらい。

あ。でも前にﾊﾞﾄﾛﾜの夢見たけど。(笑
あれは怖かった。（笑

つーかなんであたしはすばﾁｬﾝに肘鉄くらってるのか

それが謎なんですけどね。(笑



2007.05.30 Wed ｲﾄｩｸｵｯﾊﾟと大倉忠義。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやったので

見てくださいねーん

久々にｼｭｼﾞｭの映像見たけど面白い[:ハート:]
最近かなりｲﾄｩｸｵｯﾊﾟが大好きなんです[:ハート:]
ｲﾄｩｸｵｯﾊﾟが[:車:]の運転してるやつがあるんだけど
あれは何度見ても爆笑ものです。

たぶんまひるが免許取りに行ったらあんな感じなんだろうなって

思うわー。（笑

そんなわけでｲﾄｩｸのことは決して笑えない

車の免許を持ってないまひるなのでした[:悲しい:]

LEETEUK
↑ｲﾄｩｸｵｯﾊﾟ。

TVｶﾞｲﾄﾞ、中部と大分のやつはﾔﾌｵｸでｹﾞｯﾄしたのね。
それで昨日の夜やっと新潟版をWEBでｹﾞｯﾄしたので
お楽しみー[:ハート:]
WEBでｹﾞｯﾄするﾎﾟｲﾝﾂがわかったので
来週からもう大丈夫[:チョキ:]

そ、そ。今週の土曜日のMUSIC　FAIRに東方神起が出るので
お時間ある人は見てねー[:ハート:]
新曲歌うらしいので[:ハート:]
まひるはまだ新曲聴いてないんだけど

結構良いという噂。

ついでに明日のﾎﾃﾘｱｰも見よう!!!!

http://www.youtube.com/watch?v=JpSStTBBb9s


SS501が出るから。
SS501の日本ﾃﾞﾋﾞｭｰが決まったからなんだけど
８月１日だったかな???
ｼﾝｸﾞﾙ発売になるんだけどﾒﾝﾊﾞｰ５人いるのね。

で、ｼﾝｸﾞﾙが６種類出るって昨日知って

ｼﾞｬｹ違いだったら限定と通常予約して２枚でいいやって

思ったのね。

そしたらｼﾞｬｹ違いの方がｿﾛも違うらしくて[:びっくり:]
そんなの全部欲しいじゃん!!!!!と思いつつ
とりあえず悩みに悩んでﾋｮﾝｼﾞｭﾝ（ﾘﾀﾞ）を予約した[:ハート:]
でも結局全部買いそうな予感[:たらーっ:]
何気、今日韓国ﾈﾀ多くて申し訳ない[:悲しい:]

いやぁ、来週はいよいよ、ｴｲﾄのｱﾙﾊﾞﾑ発売ですね[:揺れるハート:]
待ったよ。

ﾏｼﾞで待ったよ[:てれちゃう:]
やっと忠義のｿﾛが聴けるんだなぁと思って[:ラブ:]
ﾄﾞｷﾄﾞｷﾜｸﾜｸですよ[:ラブ:]
ちなみに何の雑誌を見たか覚えてないんだけど

忠義がｼﾞｬﾆｰｽﾞの曲はｷｰが高くて

ｴｲﾄの曲ももちろんそうで歌うのが大変って

言ってた。

でも全部ｷｰは直さないで歌ってますって

言っててすごいなって思った。

忠義は声が低いからﾎﾝﾄ大変なんだろうなって。

これﾎﾝﾄに何の雑誌で見たか全く覚えてないんだよね[:悲しい:]
誰か知ってます???
またまひるの妄想ですか???[:パー:]
もしこれが夢だったらまひるってすごいﾘｱﾙな夢を見るよね???（笑
ちょっと自分が怖いわ[:たらーっ:]
でも最近何か雑誌買った記憶ってないんだよね[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 

結局、美味紳助を未だに１度も見てないってゆーね[:悲しい:]
(ﾟ∀ﾟ≡(ﾟ∀ﾟ≡ﾟ∀ﾟ)≡ﾟ∀ﾟ)



ただﾁｬﾝは???
なんかしかもﾋﾞﾃﾞｵどれに録ったかわからなくなってしまっただによ[:悲しい:]
片っ端からﾋﾞﾃﾞｵ見ないとならなーい[:悲しい:]
月曜日に仕事なんていやだー[:悲しい:]
だいたいﾘｱﾙで見れないと見ないんだよなぁ。

DVDなら見るんだけどﾋﾞﾃﾞｵで録画してるから
ﾘﾋﾞﾝｸﾞでしか見れないし[:悲しい:]
DVDは自分の部屋で見れるから夜中見るんだけどね。
みほ（＠ゆち）に録画してもらったﾋﾞﾃﾞｵも見なくちゃ[:ハート:]

今日は内容も無くてｺﾞﾒﾝなﾊﾟｲ。

なんかとにかく腹減った

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
下のﾊﾞﾅｰからどぞ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


http://betty.jp/mahimahi/index.html


2007.05.31 Thu 髪切ったった。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

髪切ったったー[:ハート:]
で、真っ黒に染めた[:てれちゃう:]
なじむまではｶﾗｽみたいだけど

でも髪はだいぶさっぱりした

ﾎﾝﾄにﾓｻってたから嬉しいよ。

段を入れたんでだいぶ切ったんだけど

長さ的には後ろの髪はまったく切ってないんだよね。

だから肩の下ぐらいまであるし。

そんなわけでまた髪伸ばします[:ぴかぴか:]
楽しみ[:揺れるハート:]楽しみ[:揺れるハート:]

つーか眠い[:眠たい:]
今日、朝５時ぐらいまで眠れなくて

それから寝て朝１０時に起きて用事済ませて

美容院行ったからね[:GO!:]
で、買い物して帰って来たの１６時。

そりゃ眠いでしょー???[:パー:]
で、早く寝ようと思うと今日、ﾚｺﾒﾝだったりするんだな[:悲しい:]
ﾎﾃﾘｱｰも見るから確実に２２時までは起きてないと

ならないし。

もう２０時ぐらいには寝たいんですけどぉー[:汗:]
おねむですの。まひるたん。

[:パソコン:]の壁紙、とうとうｲﾄｩｸﾊﾞｰｼﾞｮﾝを
作ったよ[:ハート:]
どんだけ好きなんだ???(笑
何気ｲﾄｩｸｵｯﾊﾟとか呼んでるけどﾀﾒだしね[:ハート:]（笑
見えない。((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
なんか韓国人の年齢の基準がわからない。



なんか大人っぽいんだよなぁ[:ぴかぴか:]
?のﾕﾝﾎにしてもそうだけど[:たらーっ:]
だからついついｵｯﾊﾟって呼んじゃうんですけど[:パー:]
あぁ。そういえばなぜかﾋﾁｮﾙのことは

ｵｯﾊﾟって呼んだことないかも。

ﾋﾁｮﾙとｲﾄｩｸもﾀﾒなのにね[:揺れるハート:]
ﾋﾁｮﾙが恋愛対象だから???[:パー:]
あ。そうかも[:ぴかぴか:]
（↑わかりやすい人。

ｲﾄｩｸｵｯﾊﾟは恋愛対象じゃないのか???
いや、好きだけど

あ。あとね、ｼｭｼﾞｭのｳﾆｮｸも好きなんだけど（←気の多い人

ｳﾆｮｸが最初、ﾛﾊﾞｰﾄの秋山さんに似てると思ってたんだけど

昨日気づいたね。

塚ﾁｬﾝに似てる[:てれちゃう:]
って思って一人で爆笑してみた。(笑

あ。昨日の妄想は妄想じゃなかった[:ラッキー:]
Y&Jの会報に載ってたとしぃか（＠忠義）に
教えてもらって

あ。そうだ[:ぴかぴか:]って思い出したの。
つーか覚えがいいんだか悪いんだか[:悲しい:]
ﾔﾚﾔﾚ[:たらーっ:]

今からDVD見まーす[:ハート:]
Wです。複体です。
これ好きなんだよねー[:ハート:]
もうすばﾁｬﾝとﾂﾝﾃﾞﾚﾄﾞﾗﾏｰがｽﾃﾁ[:ハート:]

ｴｲﾄﾈﾀなくてｺﾞﾒﾝなさい[:たらーっ:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
下のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

励みになるのでお気軽にｺﾒﾝﾄどぞ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://betty.jp/mahimahi/index.html


2007.06.02 Sat あなたにふさわしい女になるために。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーかﾜｯｸｽを買おうと思ったんだけど

どれ買っていいのかわからなくて

結局[:家:]にあったﾜｯｸｽ使ったんだけど
全然髪が立ち上がらなくて結局明日吟味してﾜｯｸｽ

買ってくるｻﾞﾏｽ[:ぴかぴか:]
と髪の根元を立ち上げなければならないほど

短く切ったのよ[:パー:]
今日、頭洗ってびっくりした[:びっくり:]
すっごい髪の毛少ないのよ[:パー:]
あのﾓｻﾓｻ感がｳｿのよう[:てれちゃう:]
うーん。美容院大好き[:ハート:]

そだ。別ﾌﾚ2007を買った。
なんか本屋で探してて見つけて値段も中身も

見ないで買ったらえらいこっちゃ[:悲しい:]
本のｻｲｽﾞが小さくてﾍﾟｰｼﾞ１ﾍﾟｰｼﾞしか載ってなくて

６７０円もしたからね[:悲しい:]
えぇーーーーーーーっ!!!!![:悲しい:]
ｦﾀ誌よりも高いのかよ!!!![:パー:]
悔しいから載ってる漫画全部読んでやろうと思って。(笑
ﾎﾝﾄ忠義が載ってなかったら買ってなかったよ[:悲しい:]
忠義の私服にしてやられた[:てれちゃう:]

あ。滝沢演舞城、DVDになりますねー[:ハート:]
もうめちゃくちゃ嬉しいんだけど

７月ですか???
ちなみに７月１８日発売です[:ハート:]
[:お金:]ないんですけど[:パー:]
とか言って新星堂で予約したけど[:パー:]



しかも関ｼﾞｭのｸﾞｯｽﾞ申し込みしちゃったし[:悲しい:]
え???誰目当てかって???
それは照ﾁｬﾝとﾍﾞﾃﾗﾝです[:ハート:]
城Hの時、ｸﾞｯｽﾞ、ﾍﾞﾃﾗﾝが売り切れるの早かったって
聞いたからなんか嬉しくなっちゃって[:てれちゃう:]
そんなわけでﾊﾟﾝﾌとﾎﾟｽﾀｰと写真を申し込みました[:ハート:]
ｸﾞｯｽﾞが８月に届いてくれればなんとか生活して

いけるけど７月末に届いたらちょっと破産するかも[:悲しい:]
何気６月２７日発売の徹平ﾁｬﾝのｱﾙﾊﾞﾑも欲しいのに[:悲しい:]
DVD付きの初回盤が１０万枚限定なんだよねー[:悲しい:]
ものごっつ欲しいです[:ときめき:]
東方神起のｼﾝｸﾞﾙも１３日に発売になるし、

もうすでに今月破産寸前よ[:パー:][:悲しい:]

そうそう、５月末ぐらいに元彼に誕生日おめでとうﾒｰﾙ送ったのね。

ちなみにﾎﾝﾄは誕生日はヨコと一緒。

もうﾎﾝﾄ普通にｽﾙｰしちゃって

どうしよーって一人で焦ってたんだけど

すぐ返事が来て「ありがとう、こうやって毎年祝ってくれるのは

まひるだけだよ。」って[:ハート:]
ｷｭｰﾝ[:揺れるハート:]
あぁ。なんかやっぱり優しいなって思って

嬉しかったです[:ハート:]
[:プレゼント:]も何も送ってないし、
誕生日を２週間ぐらい過ぎてたのに

怒るどころかすごく喜んでくれてほっこりした[:ハート:]
そうゆうところが好きなんだよなぁ

なんか昨日ﾚﾝｼﾞｬｰ とか読んでて

ﾂｱｰすごく楽しそうだなぁって思って

めちゃくちゃ羨ましくなった[:モグモグ:]
なんか４７都道府県をﾎﾝﾄにまわっていってるんだなぁって。

それぞれの土地の楽しみとかもやっぱり

伝わってくるし、

山梨に来た時もどこの地方にも負けないぐらい楽しんで欲しいし、



すごく思い出に残るものになったらいいなって思います。

山梨のeighterも頑張ろうね。
まだ１ヶ月半あるけど。（笑

体力温存[:ぴかぴか:]
それまでまひるはお仕事頑張ります[:グッド:]
ただﾁｬﾝ に最高の笑顔で会うために。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださいね。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.03 Sun 大倉担らしく生きたい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーかﾒﾛﾒﾛのたっくん。が異常にﾃﾞｶくなってる[:びっくり:]
珍しく可愛く成長[:ハート:]
まぁ、これもまひるの変態愛のおかげですかねぇ。（笑

今日、仕事から帰ってきてすべらない話を

見たんだけどﾏｼﾞ爆笑[:パー:]
でもﾎﾝﾄｷﾑｷﾑ兄やんの菊池の話は面白かった[:イヒヒ:]
なんかみんなﾎﾝﾄにすべらないんだなぁって

妙に感心してしまった[:てれちゃう:]
２２時に帰ってきたので前半が見れなかったのが

(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝだけどでも面白かった[:ハート:]

まぁ、そんな反面ﾑｶつくこともあったりして。

なんかこいつﾎﾝﾄ最低だなって思ったりして。

と思う自分の心の狭さにｼｮｯｸを受けたりして疲れた[:悲しい:]
明日からまた笑顔で頑張ろう[:ぴかぴか:]

なんか今ね、すごく仕事やる気が起きなくて

そんな自分がｲﾔだなぁって思うんだよね。

体調が悪くて休んだだけなのに

文句言われたりしてなんで融通が利かないんだろ???
って思ったりして

特に店長とかは男だからわからないかもしれないけど

女の子の日とかﾎﾝﾄにﾂﾗｲし[:悲しい:]
でも女の子の日だからって言えずに

お腹痛くてとか頭痛くてって言ってるんだけど

そうゆうのもわかってもらえないのかなぁ???
とか思って。



普通の会社なら女の子の日休暇とかあるじゃん[:パー:]
それと今回の腹痛の時もそう。

まひるは会社にうつ病のことも話してないんだよね。

話したらたぶんｸﾋﾞになりそうで。

ｽﾄﾚｽ感じると右手が震えるんだけど

それも最初の頃は裏でｱﾙ中とか噂されてたらしいし[:悲しい:]
なんかそうゆうの聞くとﾎﾝﾄにｲﾔになる。

でもｲﾔだと思う中でも自分らしく働きたいって思う。

ｵｶﾝとかは新しい職場で働けばいいじゃんって言うけど

なんか逃げ出すみたいなことはしたくないんだよね。

忠義が頑張ってきたように

まひるも大倉担として恥じない生き方がしたいって思うから。

だからｲﾔだなって思うこともたくさんあるけど

その反面嬉しいこともやっぱりあったりするから

負けたくないなって。

辞めることはいつでも出来るから

今はその時期じゃないなってやっぱり思う。

忠義も１０年近く頑張ってきたわけだし、

まひるのたかだか３年ぐらいで弱音吐くなよって思う。

それにやっぱり人間って思い悩むことをしないと

成長しないと思うんだよね。

ずっと絶好調のままきてて挫折を知らない人は

やっぱり成長しないと思う。

だからまひるは頑張ります[:グッド:]
eighterとして頑張りたい。

もうすぐこのﾌﾞﾛｸﾞも始めてから２周年を迎えます。

ここまで頑張ってこれたのも支えてくれてる

みなさんのおかげだと思ってます。

ﾎﾝﾄにありがとうございます。

好き勝手なこと書いてきて叩かれることも

あったけどでもこれからもここで頑張っていきたいなって

思ってます[:ハート:]
忠義が好きだから。



今日は愚痴ばっかでｺﾞﾒﾝなさい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ＆お祝いのｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださいねーん[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.04 Mon お願いがあります。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

疲れた[:悲しい:]
ﾏｼﾞ足とかﾊﾟﾝﾊﾟﾝだし[:悲しい:]
でも今日はﾒﾝﾊﾞｰに恵まれて楽しく仕事が出来ました[:ぴかぴか:]
なんか店長に言われたことKﾁｬﾝに愚痴ったのね。
で、次同じことやったらｸﾋﾞにするみたく

言われたことも。

そしたらKﾁｬﾝが福原さんがｸﾋﾞになったらあたしも
辞めますよー。って言ってくれて嬉しかった[:ハート:]
まぁ、ｸﾋﾞにならないようﾏｼﾞ今まで以上に仕事頑張りますけどね[:ぴかぴか:]
なんか今の仕事のｲﾔなとこは何かあると

すぐｸﾋﾞにするって言うこと。

そんな脅しに屈しないまひるですけども。

昨日のﾗｲｱｰｹﾞｰﾑも面白かったなぁ[:ハート:]
でもちょっとまひるは秋山さん派なので

ナオにはﾗｲｱｰｹﾞｰﾑから抜けて欲しいんですよね。

なんかだって絶対秋山さんの助言なくしては勝ち残っていけないし、

それで勝ち進んでいったとしても

最後に勝つのは秋山さんだと思ってるので

結局どこかで借金背負うことになるんじゃないかと

ひやひやしています[:たらーっ:]

つーかﾎﾃﾘｱｰね。

見た人います???
絶対ちょっとしか映らないと思ってたけど

あそこまでちょっとだとは思ってなかったので

うそーぉーん!!!!![:パー:]



って思いましたもん。

まひるの部屋の[:テレビジョン:]では誰が誰だかさっぱり
わからなかったでござるよ[:悲しい:]

ﾘﾀﾞｰｰｰｰｰｰｰｰ!!!!!
ｶﾑﾊﾞｰｯｸ!!!!

Σ(´Д｀lll)

なんかそういえばWebでヨコが忠義と美容院に行ったって
話してたよね???
忠義は何か変化があったのでしょうか???
そればかりが気になって[:ラブ:]
まひるたんも美容院に行ったしﾀｲﾑﾘｰね[:チョキ:]
なんか会う人会う人に「髪切った???」「髪染めた???」って
言われるんですけど[:パー:]
まぁ、気づかれないよりは全然嬉しいんですけど

似合ってるねってゆー一言が１度もないので

この髪型はおかしいのか???
まぁ、確かにﾜｯｸｽつけてないから

髪の毛ﾍﾟｯﾀﾝｺで妙って言えば妙なんですけど[:パー:]
新潟のﾚﾎﾟ漁ってみようかなぁ[:ぴかぴか:]
なんか基本的にﾚﾎﾟ漁るの嫌いなんです[:パー:]
激しくｼﾞｪﾗってしまうので[:たらーっ:]
でも知らないは知らないでそれも悲しいんですが。

だから何気なく見つけるってゆーのがいいです[:パー:]
新潟お疲れ様でした。

あ。そうだ。

ここでずうずうしいお願いがあるんですけど



ｱﾙﾊﾞﾑ発売に際してのﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの地方での[:テレビジョン:]放送
ﾀﾞﾋﾞってくださる方がいたらぜしぜしお願いします。

特に忠義が出るやつでﾀﾞﾋﾞれるよって方が

いらっしゃったら[:メール:]くださると嬉しいです。
かなり切実なのでﾖﾛｼｸお願いします。

ﾒｱﾄﾞはﾌﾟﾛﾌの中にあるのでﾖﾛｼｸお願いします。

ヽ(;´Д`)ノ

あ。そうそう、誕生日ｱﾝｹｰﾄの要望のとこで

画像を載せて欲しいという意見があったのですが

著作権にひっかかるので出来ないんですよ。

ｺﾞﾒﾝなさい。

つーかｱﾝｹｰﾄに答えていただいた方で

ﾌﾞﾛｸﾞ持ってる方にはご挨拶に伺ってるんですが

まだ半分ぐらいしか行けてなくて[:悲しい:]
ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい[:ポロリ:]
亀吉でｺﾞﾒﾝよ[:悲しい:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果とお祝いのｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

水曜日ぐらいに出来たらやろうと思ってますので

お気軽にどぞ。

お友達のお誘いもｶﾓﾝです[:グッド:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.05 Tue 広い心で包み込みたい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾏｼﾞで体がｶﾞﾀｶﾞﾀです[:悲しい:]
なのに明日[:病院:]だったりして[:悲しい:]
でも明日やっとｴｲﾄのｱﾙﾊﾞﾑのﾌﾗｹﾞ日なので

[:病院:]早めに行ってCD買いに行きたいな[:ハート:]
たのすぃみー

ﾄﾞﾁﾄﾞﾁﾜｸﾜｸ[:ラブ:]でございます[:ハート:]

つーか空（＠章大）に「除毛ｸﾘｰﾑにほくろのある人は使わないで

くださいって書いてあったんだけど森田剛並みなんですけど

やっかしﾀﾞﾒですか???」って聞いたら
「顔に使うの???」って返事が返ってきますた[:悲しい:]
まひるたむは獣か???[:パー:]
顔に除毛ｸﾘｰﾑ塗る程顔に毛は生えてません[:パー:]
右腕の話ですってば[:パー:]
空たむ!!!![:パー:]
空たむ、結構天然なんだよなぁ[:びっくり:]
ﾏｼﾞびっくりするわ[:びっくり:]
そんな空が好きなんですけど[:ハート:]（告白ですか???

最近ﾌﾞﾛｸﾞを書くことも読むことも疲れてしまって

ちょっとお休みしようかなぁとか

考えてるんだけどなんか休むのも怖いの[:悲しい:]
なんかﾌﾞﾛｸﾞ書けなくなっちゃうんじゃないかって不安で[:悲しい:]
そんな小心者なのです[:悲しい:]

忠義のことも好きなんだけど

前程情熱みたいなものを感じなくなってたんだ。

でも久しぶりにCarnivalとか聴いて



忠義のｿﾛ部分聴いてたら涙が出てきて[:悲しい:]
あたしはやっぱり忠義じゃなきゃﾀﾞﾒなんだって思った。

ｴｲﾄから離れてるのかなとか

ヒナﾁｬﾝにときめいたりもしたけど

やっぱり大倉忠義じゃなきゃﾀﾞﾒなんだなぁって思った。

なんかﾎﾝﾄ忠義のこともｴｲﾄのことも考えられないぐらい

日常の生活に追われてた。

そんな自分も嫌いじゃないけど

でも忠義のことを常に思いやれる人でいたい。

決して独占欲が強いとかじゃなくて

もっとeighterとしてｴｲﾄを暖かく見守っていきたいなって。
我が我がじゃなくて。

もっとみんなで愛するｴｲﾄ、大倉忠義として

暖かい気持ちで応援出来たらいいなって思う

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくだされ[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.05 Tue まもられたい。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今、ｱﾙﾊﾞﾑのｿﾛﾊﾞｰｼﾞｮﾝの方を聴いてます[:ぴかぴか:]
忠義ｿﾛ、号泣です[:悲しい:]
ﾔﾊﾞｲ。こんなの目の前で歌われたら死んじゃう。

なんかこうゆう詞の内容の歌を聴くと

無条件で自分に歌われてるような気分になるもんなぁ。

（↑図々しいですか???[:パー:]
でもﾎﾝﾄ[:CD:]で聴くと部屋で自分しか聴いてないわけで
そんな錯覚も起こすよね???
ただﾁｬﾝの狙いにまんまとﾊﾏってますけど何か???[:パー:]
とりあえず[:CD:]の感想は全部聴いてから追々とやっていきます。
今やっとｿﾛを一通り聴いただけなので。

第一印象はすばると亮ﾁｬﾝとヒナﾁｬﾝと忠義のｿﾛが好き[:ハート:]
これが何度も聴いていくうちに変わってくるんだよね。

２度目。全員のｿﾛが好き[:ハート:]

今日、結局寝ないで朝８時半に[:病院:]に行って
[:CD:]買いに行ったんだけどお店の方でまだ準備できてなくて
お店の中でいろいろ見ながら２０分ぐらい待ったの。

で、[:CD:]買ってきて聴きながらﾌﾞﾛｸﾞ書こうと思ったんだけど
眠くなってきて結局３時間ぐらい寝た[:眠たい:]
で、現在に至るんですけどまだぶっちゃけ眠いです[:眠たい:]
忠義の暖かい歌声が好きだなぁ[:ハート:]
詞の内容もなんかもすごく等身大の忠義が出てる

感じがして良いです[:ハート:]
あぁ。忠義ってこんな風に思ってるんだなぁって。

すごく胸にｼﾞｰﾝときます[:ハート:]

そうそう、それでまだDVDを見てないんですよ。
見ろよ!!!![:パー:]って話でしょ???



勇者ですもんね[:揺れるハート:]
忠義、勇者って感じするわー。

で、丸ﾁｬﾝの遊び人でしょ???
遊び人がいるのってﾄﾞﾗｸｴだっけ???
FFだっけ???
もう最近ｹﾞｰﾑやらないから忘れちゃったよ[:悲しい:]
どんだけ忘れっぽいのん???
なんかWebの特典映像のﾚﾎﾟ読んだだけで爆笑だったもんなぁ[:イヒヒ:]
もう１度Webで確認しながらDVD見たいなぁなんて思ってます[:ぴかぴか:]
で、特典のｶｰﾄﾞ、封をあけることが出来ません[:悲しい:]
見たいのは山々なのですがもったいなくてあけられません[:悲しい:]
開けた人、どうだった???

あぁぁぁぁぁぁあ。

忠義に「まもりたい」を生歌で

歌ってもらってﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞされたい[:ハート:]
切実[:パー:]

短いけどほなおつー。

また夜書けたら書きます[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。



2007.06.06 Wed GREAT　ESCAPE

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

特典DVDが面白かった[:ハート:]
最後のｵﾁも面白かったし[:イヒヒ:]
あぁー。そうなるのかぁって。（笑

ﾚｰｻﾞｰ光線をよけてる映像がまたうまく出来てるんだよね。

最初に章大が行くんだけど

章大のｱｸﾛﾊﾞｯﾄがﾏｼﾞｶｯｺﾖｽ[:ハート:]
あと亮ﾁｬﾝもｶｯｺﾖｶｯﾀ[:ハート:]
忠義もﾏﾝﾄ翻しながら行く姿は勇者でした。

あ。でも最初に王様に名前聞かれて

みんな外人とかの名前言ってるのに（すばるは違うけど）

最後の大倉忠義さんが名前聞かれて

「忠義です[:ぴかぴか:]」って言ったのが見事にｵﾁてて
面白かった[:ハート:]
すばるの「今にも飛べそうです。」も見れたし。(笑
丸ﾁｬﾝなんておむつしてるみたいになってるし。（笑

太ももがあらわになっててあれを着れるのは

丸ﾁｬﾝかすばるかって感じ。(笑
忠義のWebで言ってた距離感が掴めないってのも
納得したし。

あれは身長のある忠義じゃなきゃ着れないね。

もうほとんどｱﾄﾞﾘﾌﾞなんでしょ???
最初の挨拶のとことかﾓﾛにｱﾄﾞﾘﾌﾞって感じだし。

やっかしｴｲﾄってﾌﾘｰﾏﾝだなぁ[:ハート:]
それでも面白いってゆーのがすごいよね。

まだ[:CD:]の方は感想言える程聴きこんでないんだけど
基本的にちょっとﾌｧﾝｷｰな感じかなぁって。

で、「ｴﾈﾙｷﾞｰ」がすごい可愛らしい感じで

全体的にﾊﾞﾗﾝｽよくてすごく好き[:ハート:]
「二人の涙雨」も好きだし、「強情にGO！」も好きだし、



「ありがとう。」も好きだし、「旅の涯には」も好き。

他にも好きな曲たくさん。

また後々感想は書きますねー[:ハート:]
昨日とにかく眠くてむちゃ∞ﾌﾞﾘ見てすぐ寝ちゃったから
あんまり[:CD:]聴けてないんだよね[:悲しい:]
むちゃ∞ﾌﾞﾘでやってたお酒飲みたかったなぁ[:揺れるハート:]
最近お酒やめてるけどお酒大好きだからね[:ぴかぴか:]
あぁ。ﾎﾝﾄ忠義と美味しいお酒が飲みたいです[:ハート:]
なんか忠義ってお酒飲むとどんな感じになるんだろ???
まひるはあんまり変わらないんだけど

かなり飲んでご陽気になってくるとめっちゃﾃﾝｿﾝ上がって

ﾔﾊﾞｲ。（笑

最近はそこまでお酒飲んでないんだけどね[:悲しい:]
なんかお酒飲みたいなぁ[:てれちゃう:]
基本的にﾋﾞｰﾙ以外ならなんでも飲める。

特に好きなのは焼酎と日本酒とｳｫｯｶ。

一時期はﾊｰﾊﾟｰをﾛｯｸで飲むのにﾊﾏってた。

激しくお酒強いです[:悲しい:]
可愛くもなんともありません[:パー:]
でも忠義の前なら酔ったふりとかしちゃうな。(笑
うーわ。たちが悪い。

なんか忠義の肩にもたれかかってﾑﾌﾌ[:てれちゃう:]とか
思ってたら忠義にﾍｯﾄﾞﾛｯｸされそうですが[:パー:]（笑
ただﾁｬﾝ、優しくしてね[:ハート:]
（↑｀;:゛;｀;・(゜ε゜ )ブッ!!

なんかすばる 、ﾎﾝﾄ歌い方変わったなぁ。

すごく良くなった

昔はすごく乱暴な歌い方だったけど

今はすごく１曲１曲を丁寧に歌っててあたしは好きです[:ハート:]
ﾎﾝﾄに歌うこと好きなんだなぁって感じるし。

あ。でも「あぶない放課後」の時

めっちゃすばるにﾊﾏってたな。あたし。

ｼｮｯﾌﾟで写真買ったもん[:ハート:]
あの髪型似合ってたよね。

なんか当時相葉担だったんだけど



すごくよく覚えてる。

懐かしいなぁ[:てれちゃう:]

今日はいよいよ正直しんどいですね[:ハート:]
起きていられるかなぁ。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.07 Thu 大きくなって帰ってきます。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

最近の自分がすごく嫌いです[:悲しい:]
前はもっと広い心で物事見れてたことが

全然出来なくなっていてちょっとしたことで

ｲﾗｲﾗしたりしてまひるって最低だなぁーって[:悲しい:]
そうゆう細かい気持ちの部分がﾌﾞﾛｸﾞにも

やっぱり影響していて全然納得のいくものが書けません[:ポロリ:]
そんな自分が嫌いです[:悲しい:]
でも自分で自分のこと嫌いになってしまったら

誰がまひるのことなんて好きになってくれるんでしょう。

そう思うとやっぱり気分転換って必要なのかなぁって

思います。

ちょっとｴｲﾄから離れて生活してみることも

必要なのかなぁって。

ここ２日ぐらい空（＠章大）と過去のｦﾀ話をずっとしてました。

空とは８年目の付き合いになるんだけど

いつも同じｸﾞﾙｰﾌﾟを好きになって

でも担当はかぶらない。

だからｹﾝｶもしたけど１番の友達って言える。

空とはたくさんの伝説話があります。

今だから笑える話。当時はﾎﾝﾄに笑えなかったことも

今では笑える話をしててﾎﾝﾄにあの頃って

楽しかったし、濃いｦﾀ生活だったなぁって思います。

まひるは基本的に同担全然OKな人なんです。
むしろ仲良くしたいﾀｲﾌﾟで。

それが当時同担嫌いになるぐらいの出来事とか

あったりもして。

でも本来ののほほんとした性格から結局

やっぱり同担って良いものだなぁって感じました。

だから今もそうでありたいと思ってます。

でも最近純粋に忠義を好きって思える自信がないんです[:悲しい:]
いろんな人のﾌﾞﾛｸﾞ読んで嫉妬したり



凹んだりしてすごく醜い心が先行してしまって

こんなんじゃ忠義のこと好きなんて言えないよーって

思うんです[:悲しい:]
前はOFF友の同担が多かったので
顔を見て話したり可愛がってもらったりしてたんですね。

今はON友が多いので文章でその人のこと想像したり
してるわけなんですね。

文章って書き方ひとつで全然伝わり方が違ってくるし、

その人の受け取り方ひとつで違ってきますよね。

まひるはたぶんそうゆうのが苦手なんだと思うんです。

きっとまひるの文章読んで不愉快に思ってる人も

数多いでしょう。

そうゆうのに疲れてしまったんですね。

やっぱり顔が見えないのは不安です[:悲しい:]
それでもあたしはﾊﾞｶだから忠義のことが好きなんです。

好きだから苦しいんです。

なんか言ってることが矛盾してることもわかってます。

でももっと広い心で忠義含め、同担を受け止めたいな

って思ってます。

今でも同担を嫌いだとは思っていません。

むしろ仲良くしたいと思ってます[:ハート:]
だからこんなまひるですけどこれからもﾖﾛｼｸお願いします。

今はちょっとだけｴｲﾄの[:CD:]に救われてる自分がいます。
比べるのも何なんですがｴｲﾄは決してKAT-TUNの様に
ｼｭっとした曲を歌ってないんですけど

曲の１つ１つが暖かいんです[:ハート:]
優しいんです[:ハート:]
それがｴｲﾄの良さだと思っています。

だから曲のｲﾝﾊﾟｸﾄとしてはちょっと地味かもしれませんが

でも聴けば聴くほど味が出てくるんですよね。

そうゆうとこも好きです[:ハート:]
ﾎﾝﾄにｴｲﾄに「ありがとう。」って言ってもらえるようなﾌｧﾝに

なれるようちょっとﾌﾞﾛｸﾞお休みしようと思います。

期間はわかりません。

明日にはｹﾛっとしてるかもしれないし、



１週間とかかかってしまうかもしれません。

書きたいことはたくさんあるので

すぐ戻ってくるとは思いますが

待ってていただけると嬉しいです[:ハート:]

またﾊﾟﾜｰ全開で戻ってくる日まで待っててください。

今のまひるは全然人に尽くすことも出来ないし、

人を信じることも出来ていません。

そんなんじゃﾀﾞﾒﾀﾞﾒなんです。

もっともっと大きくなって帰ってきます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:揺れるハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.08 Fri ただいま。（早っ!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

えー。賞味１日です。（笑

だってもう昨日のうたばん見てたらすべて笑い飛ばしてしまった。

そんなわけで結局まひるにはお休みなんぞ

有り得ないって話ですわ[:パー:]
そんなわけでご心配おかけしましたが復活です[:ハート:]
大きくなったかどうかはわかりませんが

一皮剥けました。

剥き卵です[:チョキ:]ﾃｭﾙﾃｭﾙです[:ぴかぴか:]
あぁ。結局ｴｲﾄから離れようと思って

逆にｴｲﾄに救われてしまった[:パー:]
あざーす[:パー:]

そうなんですよねー。

人間だから嫉妬や凹みなんて当然あるわけで

それとどう付き合っていくかが１番の課題なわけですよ[:パー:]
でも今のまひるならきっと大丈夫だと思います。

人に嫉妬する前に自分が良い文章書けるようになれ[:パー:]
って話ですよ。

あぁ。もう昨日までの自分のちっちゃいこと。(笑
ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

ちっちぇ。（笑

身長１２０ﾐｸﾛﾝぐらいですよ[:パー:]

あぁ。それで昨日のうたばんね。

最初どっくんだけ真ん中に座ってて何???
何この展開は???って思ってて
で、６人出てきてﾃﾝｿﾝMAX[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
で、自己紹介ﾀｲﾑ。

１番やっすんのそっち疑惑が笑えた[:イヒヒ:]



ﾏｼﾞ笑いすぎてお腹がよじれるかと思った[:イヒヒ:]
なんか言われてみれば怪しいとこ満載。(笑
中居くんに手つきとﾋﾟﾝｷｰﾘﾝｸﾞのこと突っ込まれてるのが

もうおかしくて。

まひるさんﾋｰﾋｰ言ってましたから[:パー:]
忠義の名前もあだ名もかたいってのも

忠義の独特のﾃﾝｼｮﾝで言うからおかしくて。

ﾃﾝｿﾝあげていこうぜ、ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ[:グッド:]（笑
ｳｿです。ｳｿです。

ｼﾞｬﾆｰ大倉で[:パー:]（爆笑
ﾏｼﾞ亮ﾁｬﾝの足の裏も最高[:グッド:]
まだ足の裏って呼ばれてたんだなぁと。(笑
つーか足の裏って!!!![:パー:]（爆笑
にしきどあきらにも爆笑。

かぶりすぎです[:パー:]
で、ﾘｰﾀﾞｰ決めるｹﾞｰﾑの方。

ﾏｼﾞ横山さんﾃﾝﾊﾟﾘすぎです[:パー:]
いきなり２人目で罰ｹﾞｰﾑ。

でもﾀｶさんにいじられるヨコが妙に可愛かったです[:ハート:]
で、なんか丸ﾁｬﾝ、絶対自分のとこでじらすじゃん???
あれはわざとですか???
作戦ですか???
丸ﾁｬﾝの罰ｹﾞｰﾑも面白かった。

まさかにしおかすみこが出てくるとは思わなかったし[:てれちゃう:]
あの丸ﾁｬﾝのﾓﾉﾏﾈ見たことあるんだけど

何気似てるよね???
中居くんのﾂﾎﾞに入ってましたけど[:パー:]
で、忠義の罰ｹﾞｰﾑ。

なんだぁ、くすぐりかぁとか思ってたあたしは

うたばんを甘く見てましたね。

ﾏｯﾁｮﾏﾝのくすぐりね。(笑
本気で嫌がる忠義が(○´艸`)ｶﾜｲｲ[:ハート:]
ちょっと妙なとこで萌えす[:ハート:]
お腹隠すのに必死だし[:パー:]
なんか最後の胴上げの時はもうどうにでもして状態[:パー:]（爆笑
そんな妙な展開に萌えてたあたしは重症ですか???[:パー:]
そんなﾏｯﾁｮﾏﾝに可愛がってもらってる忠義を



羨ましそうに見る章ﾁｬﾝ。

ｷﾞｻﾞﾜﾛｽ。（笑

そこを中居くんに突っ込まれて結局章大もその罰ｹﾞｰﾑを

受けられるように仕向けられて

全員罰ｹﾞｰﾑ!!!!
みんなｸﾘｰﾑを顔にぶつけられ、

章大だけﾏｯﾁｮﾏﾝからのくすぐり。

誰か乳揉んでるぅーって言いながらまんざらでもない安田章大２２才。

むしろ喜んでるかのように見えたのは

あたしだけですか???
で、終わってから空（＠章大）と盛り上がりました。

あぁ。もうﾎﾝﾄにｴｲﾄ最高[:グッド:]
あたし、eighterで幸せです[:ハート:]

あたし、もっともっと頑張ります。

ｴｲﾄに「ありがとう。」って言ってもらえるような

歌ってもらえるようなeighter目指して頑張ります。
だからこれからもﾖﾛｼｸお願いします[:グッド:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中です!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.10 Sun 逢いたくて逢いたくて。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾏｼﾞ土曜日が１番疲れるよ[:悲しい:]
しかも雨だから体がきしむし[:悲しい:]
なので帰ってきてからとりあえずｺﾞﾛﾝﾁｮ。

さっきまでﾍﾞｯﾄﾞでｺﾞﾛｺﾞﾛしてました[:悲しい:]
なんかしかも土曜日って疲れすぎて

夜眠れないんだよね[:悲しい:]
だから睡眠薬ちょっと余分に飲むんだけど

それでやっと眠れる感じ。

もう今、全身筋肉痛にやられてます[:悲しい:]

今日もﾗｲｱｰｹﾞｰﾑ面白かったですね[:ハート:]
やっぱり松田翔太がｽﾃｷすぎゆ〜[:ハート:]
あのちょっと大倉忠義さんとかぶりぎみの髪型とか。(笑
何気に忠義とﾀﾒなとことか。（どんな基準だよ???
つーかよく見えなかったんだけど

ﾗｲｱｰｹﾞｰﾑ３時間ｽﾍﾟｻﾙって何時から何時まで???
しかもいつですか???
まひる、仕事じゃないよね???
つーかあのﾄﾞｷﾄﾞｷなことが３時間も続くなんて

心臓に悪いです[:パー:]
はぅーん。楽しみです[:ラブ:]

時効警察も無事に最終回迎えましたし[:拍手:]
いやぁ、ｵﾀﾞｼﾞｮｰ可愛いです[:ハート:]
前に職場でｵﾀﾞｼﾞｮｰが好きだと言ったら

「あずみ見ました???」って言われたんですけど
見ましたよ。美女丸でしょ???[:パー:]
もうあんなの演じられるのｵﾀﾞｼﾞｮｰしかいないし[:パー:]
ﾄﾘｯｷｰな感じとか好きだし[:てれちゃう:]



とだいぶﾄﾘｯｷｰつーかｸﾚｲｼﾞｰなあたくしなのでした[:たらーっ:]
だいたいお塩先生（押尾学）が好きなこと事態

おかしいから[:パー:]
いや、おかしいって言ったら失礼だけど

だいぶｸﾚｲｼﾞｰですなぁ[:たらーっ:]

「地元の王様」のヨコがすっごい可愛いんだよなぁ[:ハート:]
なんかすっごい耳に残るんだよね[:ハート:]
あとね、「ｽﾞｯｺｹ男道」がｼﾝｸﾞﾙの中で

ﾚｲﾆｰに続くぐらい大好きなんだよねぇ[:揺れるハート:]
なんかもっそいﾃﾝｿﾝがあがるの[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
あと今回のｱﾙﾊﾞﾑでちらほら見られるんですが

亮ﾁｬﾝのｼｬｳﾄ[:GO!:]
ﾏｼﾞｶｯｺｲｲです[:ハート:]
ｿﾛtuneだけでも１曲１曲感想書こうと思うんだけど
とりあえず来週のお休みまでは無理そうです[:悲しい:]
あとね、「旅の涯には」がすっごい好き[:ハート:]
ﾄﾞﾗﾑから入ってｷﾞﾀｰの出だしがもっそいかっこよくて

そこに亮ﾁｬﾝのｼｬｳﾄが入ってきて

うわー。すっごいｶｯｺｲｲー

って思うの。

DVDの方もこの曲がﾃｰﾏ曲みたいになってるでしょ???
だから余計にﾃﾝｿﾝMAX[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
で、「ありがとう。」聴いて涙ぐんだりして[:ポロリ:]
「ありがとう。」の歌いだしのヨコすごくいいよね???
なんか今回横山さん頑張ってますよね???
すばる推しで決まったとのこと。

まだまだ山梨公演まで日にちがあるんだけど

「WONDER　BOY」を覚えられる自信がないのはあたしだけですか???
歌詞ｶｰﾄﾞ見てびっくりした[:びっくり:]
ｱﾙﾊﾞﾑ１曲１曲集中的に聴いて毎日頑張ってやっとって

感じですかねぇ[:たらーっ:]
そう考えるとｼﾞｬﾆｰｽﾞって大変だなぁって思います。

歌も覚えてﾀﾞﾝｽも覚えてだし。

おまけにｴｲﾄはﾚﾝｼﾞｬｰもあるし。

まぁ、ﾚﾝｼﾞｬｰはおおまかなｽﾄｰﾘｰがあってあとは



ｱﾄﾞﾘﾌﾞみたいですけど[:パー:]
なんかいつか頭がﾊﾟﾝｸしそうだと思うのはまひるだけですか???[:パー:]
あ。まひるはもうﾊﾟﾝｸしてますけど[:パー:]
来週の木曜日はﾈﾄﾗｼﾞ聴けるといいなぁ[:ハート:]
だって先々週、ヒナﾁｬﾝのｿﾛ曲についてヒナﾁｬﾝが語った話

聴けなかったんだもん。

やっすんのは聴けたけど録音してなかったから

ちょっと全部理解するほど脳みそ回転してなかった[:悲しい:]
来週はｴｲﾄがｹﾞｽﾄだから他ﾒﾝのｿﾛ曲解説が聴きたいです

４７ﾂｱｰも和歌山が終わり明日は（もう今日か）神戸ですね[:揺れるハート:]
なんかまだ全然ﾎﾝﾄに４７都道府県回るんだなぁって実感ないんだよねー。

なんかたぶんだいたい土日にﾗｲﾌﾞでしょ???
まひる仕事してるから仕事から帰ってきたら

ﾗｲﾌﾞも終わってたってﾊﾟﾀｰﾝだもんなぁ[:たらーっ:]
土日に休みが欲しいと時々やっぱ思うんですよね。

土日休みで思いっきりﾗｲﾌﾞに行きたいです[:ハート:]
来週になったら山梨公演のお休み申請出さなくちゃ[:ぴかぴか:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


励みになるのでお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

お友達も募集中です[:てれちゃう:]



2007.06.10 Sun eightとeighter

ｵｯｽ。

ｵﾗまひる。（どんな挨拶だよ[:パー:]

いつも土日月は１２時出勤なので

朝ゆっくりできると思うでしょー???
これが以外と出来ない[:悲しい:]
結局１０時ぐらいには起きなくちゃならないから

そうそうのんびり寝てるわけにもいかないのである。

でも今日は昨日４時に寝たわりに早く目が覚めて

８時から起きています[:ハート:]
２度寝しようと思ったんだけど今夜快適に眠るために

起きてﾌﾞﾛｸﾞ書いてます[:ぴかぴか:]

そ。そ。もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞのﾃﾝﾌﾟﾚ変更したんだけど

前の緑 ﾃﾝﾌﾟﾚ気に入ってたからなんかもうちょっと使っても

良かったかなぁなんて思ってます。

今回はすばﾁｬﾝｶﾗｰ です。

ﾓﾃﾞﾙさんの写真が気に入ってて

どうしても使いたかったんです

朝ご飯も食べてきたし[:ぴかぴか:]
後は準備終わったんで着替えて出かけるだけです。

えぇーぇ。でも[:あめ:]です[:悲しい:]
ｶｯﾊﾟ隊です。

ｶｯﾊﾟ隊でも濡れるものは濡れるんです[:悲しい:]
しかもまだ梅雨入りしてないとのこと。

来週からぐらいらしいです。

[:家:]でｺﾞﾛﾝﾁｮしてる時の[:あめ:]は気にならないんだけど
仕事の時の[:あめ:]は凹みます。
だってﾊﾞｲｸなんだもん[:悲しい:]
濡れるのもｲﾔだけどこけるのが怖い。

((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 



それこそｽﾞｯｺｹですよ[:たらーっ:]
あぁ。しかも[:雷:]鳴ってる。
最悪のｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝですな。

仕事は土日がやっぱり忙しいから

土日を過ぎるとほっとします。

月曜日は何気にやることいっぱいあるけど

お客さんはそんなに多い方じゃないから

疲れるけど気疲れはしない。

あぁ。でも今日店長と一緒なんだろうなぁ。

それが憂鬱。

もうﾎﾝﾄ店長、愛想悪くて最悪ですよ[:パンチ:]
無意味にｷﾚたりするし。

前の店長の方が厳しくて大変だったけど

でも無意味にｷﾚたりもしなかったし、

面白かったしで良かったなぁ[:たらーっ:]
笑いが絶えなかったし。

仕事は楽しくやりたいものである

今日、神戸は晴れてるのかなぁ???
[:あめ:]降るとｸﾞｯｽﾞとかも濡れちゃうし、
並ぶのも大変だし、いいことないから

せめて[:くもり:]であって欲しいなって思います。
章大 は地元でのﾗｲﾌﾞ２回目になるねー[:ハート:]
やっぱり地元って余計にﾃﾝｿﾝ上がったりするんだろうなぁ。

友達だってたくさん観に来てくれるだろうし[:チョキ:]
見てるこっちだってやっぱり地元に来てくれるのは

すごく嬉しいことだし

だからぜひぜひ４７ﾂｱｰが無事に最高の形で

終わることが出来たらいいなって思ってます[:ぴかぴか:]

ふとﾚﾝｼﾞｬｰのすばる のところを見て

なんかすごくすばるが一生懸命歌うことについて

語ってた。

あぁ。すばるにとってﾘｱﾙなんだなって思った。

何かあったのかもしれない。



何もなかったのかもしれない。

でもすばるの気持ちが嬉しかった。

すばるはﾎﾝﾄに歌うことが大好きでﾗｲﾌﾞが大好きで

だからeighterのことも１番に考えてくれてるんだろうなって思った。
そのことを胸に「琉我」を聴いてみたいと思う。

じゃ、また帰ってきてから。

仕事行ってきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

来週中にはやりますねーん[:ハート:]
お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.10 Sun 激しく萌えす&#9829;

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日３回目でし。

大倉担まひるですけどもー。

帰ってきてﾎﾞｰっとﾒﾝﾄﾚ見てたら

いきなり田口淳之介さんですよ[:パー:]
今日のｹﾞｽﾄが時任さんでそれで楽屋訪問に

石原さとみﾁｬﾝとたぐちぇが出てたの!!!!![:ハート:]
ﾔﾊﾞｲ。

ちょっと得した気分[:ぴかぴか:]
見間違いじゃないよね???[:てれちゃう:]
あれは絶対たぐちぇだった[:ラブ:]
ずんのすけLOVE[:ハート:]

今日めちゃくちゃ腰痛くて

あたしどんだけ疲れてるのん???
って思って休憩時間にｺﾝﾋﾞﾆに行って

ﾁｮｺﾗBBを買って飲んだ
何でこんなに疲れてるんだろ???
ｵｶﾝに最近すごい疲れてるよね???
って言われたんだけど

今週は異常。

女の子の日が近いのかなぁ???
まひるたんﾔﾊﾞｽです[:悲しい:]
姉さん事件です!!!![:パー:]
あ。でも今日は睡眠時間が３時間ぐらいしかなかったから???
ちょっと納得

つーか東方神起、[:CD:]出しすぎ!!!![:パー:]
今度の水曜日に発売でまた８月にも発売になるのよ[:パー:]
１月にも出てたし[:パー:]
お金が追いつかないでござるよ[:悲しい:]



徹平ﾁｬﾝのｱﾙﾊﾞﾑだってほすぃのに[:パー:][:パー:][:パー:]
それよか８月にｴｳﾞｧのDVD-BOXが発売になるんだけど
それがもっそい欲しいのん!!!!![:GO!:]
安くなっても２２０００円ぐらいするんだぜ[:GO!:]
めためたほすぃーっっ!!!!!＞＜
予約しちゃおうかなぁ···｡ﾎﾞｿ

ヽゝﾟ ‐ﾟνｼﾝｸﾛ率120%

もっそいｱﾆﾒｲﾄとか行きたい!!!![:パー:]
まだ山梨のｱﾆﾒｲﾄつぶれないで営業してるかな???
以前空（＠章大）に入るのを阻止されたから

今度は絶対行ってやるんだ。

ｴｳﾞｧのTV放送は全部ﾀﾞﾋﾞってもらったからぁー!!!![:パー:]

ヽゝﾟ ‐ﾟνﾆｹﾞﾁｬﾀﾞﾒ···
↑綾波ﾚｲ大好き[:ハート:]
ﾔﾌｰのﾒｱﾄﾞにayanamiって入れようと思ったぐらいですけど何か???[:パー:]
本物のｦﾀｸですけど何か???[:パー:]
ｴｳﾞｧの絵柄の入った缶ｺｰﾋｰ全部揃えて

眺めてましたけど何か???[:パー:]
さすがに賞味期限が切れて捨てられた苦い思い出がありますけど何か???[:パー:]

あ。なんか今日うたばんの直前のやつのﾑｰﾋﾞｰ見た。

山梨では２０時からしか放送してなくて

見れなかったんだけど

ずっと気になってて今日やっとﾑｰﾋﾞｰで見れたんだけど

たちょのすけさん、元ｶﾉ発言とか何事???[:パー:]
ｱｲﾄﾞﾙなんだからぁー[:パー:]
そんな忠義が可愛くて仕方ないんですけど[:ときめき:]
ｷｭｰﾝって胸が言った[:揺れるハート:]
もれなくキュン死しちゃいますけど何か???[:パー:]



元ｶﾉってどれよ???(爆笑
ど、ど、ど、ど、どいつよ???[:パー:]

ヽゝﾟ ‐ﾟνATﾌｨｰﾙﾄﾞ全開（爆笑
↑ｺﾞﾒﾝ。わかる人にしかわからないﾈﾀで。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.11 Mon もしも忠義が···｡

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

やっと休みだ。

ｲｪｲ[:チョキ:]
明日は寝て過ごすどー!!!!!
でも平均睡眠時間の長い人程

死亡率が高いって知ってました???
まぁ、まひるの場合脂肪率ですけど[:パー:]
ﾁｰﾝ。

つーか久々に２０分ぐらいﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ大作戦が見れた[:ハート:]
ﾏｼﾞじらすねぇ。（笑

見ててｹﾝｿﾞｰが果てしなく切ないよ[:パー:]
いつも途中からしか見てないから

話の展開がよくわからないんだけど

今日のｹﾝｿﾞｰは何もわかってないってゆーのは???
なんで???
だって礼も好きなんじゃなかったの???
なんでﾀﾞﾒなの???
なんで???なんで???
乙女心はわからないなぁ。

まぁ、あたくしも乙女ですけど[:揺れるハート:]
つーか今誰か首を横に振ったでしょ???
まひるたんが乙女じゃないって言いたいの???
正真正銘乙女ですけど何か???[:パー:]
ﾋﾟｶﾋﾟｶのﾃｶﾃｶの乙女ですけど何か???
あーぅ。ﾃｶﾃｶは乙女じゃないって???
まぁ、気にすんな[:パー:]
(´Д` )ｲｪｲｪｲｪｧ。

あ。つーか明日、整体に行こうかなぁ。



あ。そういや、うちの親、出張整体やってもらってた。

次いつだろ???
もう体がﾊﾞｷﾊﾞｷなんですけど[:パー:]
ﾊﾞｷﾊﾞｷ???ｶﾞﾀｶﾞﾀ???
まぁ、どっちでもいいんですけど。

↑ｱﾊﾞｳﾀｰまひる。

とにかく肩こりと腰痛がひどいのですよ。

肩とか自分で揉めるじゃん???
ちょっと揉むだけで肩なんてｶﾞﾁｶﾞﾁに硬くなってて

ひどいのよーん[:悲しい:]
美容院とか行くとﾏｯｻｰｼﾞしてくれるじゃん???
絶対すごくこってますね???
って言われるもん。

もうこれは中学生ぐらいから肩こり酷かったんだよね[:悲しい:]
そんなわけであたくしは明日整体に行きますだ。

起きれたら···｡（笑

あーぅ。もうこうゆうとこがあたしのﾀﾞﾒなとこ。

基本ﾋｯｷｰなんだよなぁ。(笑
明後日からも体軽く働きたいだろ???

(ﾟ∀ﾟ(｡_｡(ﾟ∀ﾟ(｡_｡(ﾟ∀ﾟ(｡_｡(ﾟ∀ﾟ(｡_｡(ﾟ∀ﾟ )ｽﾍﾟｼｬﾙｩﾝｩﾝ♥♥　　 

あーぁ。整体の先生がただﾁｬﾝみたいに男前だったら

どうしよう[:ハート:]
↑いらぬ心配。

でも、でもー。

もしただﾁｬﾝが整体の先生だったら

あんなことやこんなことが[:ハート:][:ハート:][:ハート:]
ｱｧ?( ´Д`)σ)Д`)ｧｩｧｩｧ



いろんなﾌﾟﾚｲ只今妄想中。

(ﾟДﾟ≡ﾟДﾟ)?

…(*´д`)ｱﾊｧ…? 

まひるたんもうﾀﾞﾒﾎﾟ。

また想像妊娠しちゃうじゃない[:パー:]
↑結構本気。

つーかﾋﾟｱｽﾎｰﾙがカユイ。( ·д⊂ヽ゛
やっぱ梅雨の時期はﾀﾞﾒだなぁ。

↑ﾎﾝﾄは１年中ﾀﾞﾒな人。

もう穴全部塞いじゃおうかなぁ。

皮膚が弱いんだって[:パー:]

あ。つーか最近好きなCM。
携帯のCM。
ﾄﾞｺﾓの長瀬くんが土屋ｱﾝﾅﾁｬﾝに「土屋は名前なんていうの???」
「ｱﾝﾅ。」

「ｱﾅｺﾝﾀﾞ???変わってるなぁ。」
「ｱﾝﾅだよ[:パー:]」のやりとりがめちゃくちゃ好き[:ハート:]

つーかｱﾅｺﾝﾀﾞって!!!![:パー:]

蛇か???（笑



あとauは篠原涼子さんがｶﾜﾕｽ[:ハート:]
特に前回の泣き顔がｶﾜｲｲのﾊﾞｰｼﾞｮﾝの方が好きだった[:ハート:]

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸは今上戸彩ﾁｬﾝのやってるCMが好き[:ハート:]
あの吹き替えのやつ。

でもお兄ちゃんが黒人でｵﾄﾝが犬だけど。（笑

ﾊﾞｶ過ぎる。(笑
CMって面白いね[:ハート:]
UFOのCMも面白いけど。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:揺れるハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.12 Tue ﾄﾞﾗﾏｰ、大倉忠義。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

お昼頃整体に行って帰ってきて爆睡してた[:眠たい:]
めちゃめちゃ体がﾗｸになったよ。

両親が出張整体やってもらってる先生のとこだったから

入りやすかったし。

ﾎﾝﾄ整体に行ったのなんて専門学校以来だし。

また時々行こうっと。

ﾎﾝﾄね、まひる、骨盤が右上がりなんだけど

専門学校の時に渋谷で腰痛が酷すぎて

右足が上がらなくなって歩けなくなったことあるんだよね[:悲しい:]
しかも渋谷みたいな。（笑

それで整体に通ってたんだけど

働き始めたらなかなか行けなくて。

なので久々の整体でした[:ぴかぴか:]
それに帰ってきて爆睡したのが気持ちよかった。

すごい夢をたくさん見たよ。

忠義も出てきたけど細かい夢たくさん見すぎて

内容まで覚えてないんだけどね[:悲しい:]
(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。

今日、整体行った以外はﾎﾝﾄに寝てたから

書くことも特にないんだよなぁ[:汗:]
１８時ぐらいまで寝てたし。(笑

あぁ。今更なんだけど

ﾚﾝｼﾞｬｰ で

すばるが「大倉のﾄﾞﾗﾑが１番」的発言してくれたことが

すごく嬉しかった[:ハート:]
たぶん忠義が１番嬉しかったと思うけど

大倉担としてもすごくすごく嬉しかったです[:ハート:]



すばるありがとう[:ハート:]
でもすばるの言ってることすごくわかるんだよなぁ。

忠義のﾄﾞﾗﾑってすごく暖かくて優しくてﾊﾟﾜﾌﾙで歌ってて

気持ちいいと思うもん。

安定してて安心出来るﾘｽﾞﾑってゆーか。

やっぱり楽器ってその人なりの個性とか人柄とか

出ると思うからあれは忠義にしか叩けないﾄﾞﾗﾑなんだよね。

それと一緒で章大は章大にしか出来ないｷﾞﾀｰだし、

丸ﾁｬﾝは丸ﾁｬﾝにしか出来ないﾍﾞｰｽなんだよね。

だからﾎﾝﾄすばるBANDって大好き[:ハート:]
すごく暖かいBANDだと思うもん。
いつかすばるBANDでﾗｲﾌﾞやって欲しいなって思ってます[:ハート:]
すば倉BANDもすごく良かったし、
あたしは自分でもﾊﾞﾝﾄﾞやってたから

すごくﾊﾞﾝﾄﾞをやってての楽しさって分かるし

ﾋﾟﾀっとﾊﾏった時の気持ちよさも分かる。

そうゆうのを常にすばる達は感じてるんだなぁって

思います。

忠義も最初は始めることを迷ってたﾄﾞﾗﾑだけど

今じゃ忠義の武器のひとつでもあるし、

すごく努力が垣間見れるなぁって思います。

あたしはﾄﾞﾗﾏｰとして忠義を尊敬してるし、

すごく忠義みたいな暖かいﾄﾞﾗﾑが叩けたらいいなって

思います。

あたしにはあたししか出せない音もあるんだろうけど。

なんか忠義のこと好きになってから

消え入りそうになってた忠義が

ﾌｧｲﾌﾞWESTでﾄﾞﾗﾑ始めたって聞いた時、
ﾏｼﾞで

ｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ)━( ﾟ∀)━( 　ﾟ)━(　　)━(　　)━(ﾟ 　)━(∀ﾟ )━(
ﾟ∀ﾟ)━━━!!

って思ったもん。



絶対忠義はまひるの中で１番になるんだろうなって

予感してました。(笑
予感的中!!!!![:グッド:]

今日、ｿﾛ tuneの感想書こうと思ってたんだけど
爆睡したため書けませんでした。

ｺﾞﾒﾝなﾊﾟｲ[:悲しい:]
ｺﾒﾚｽも近々やりまふ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のばなーからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

近々ｺﾒﾚｽやりますね。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.13 Wed ﾁｭｰ顔は最大の攻撃。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

最近本屋で雑誌のお取り置きの[:電話:]しても
名前を全く聞かれなくなった福原です[:悲しい:]
前はそれでも向こうから「福原様ですよね???」って
確認があったのに最近はそれさえもなくなりました[:悲しい:]
喜んでいいのか悪いのか···｡

まぁ、ちゃんとお取り置きされてるんでいいんですけど[:パー:]
重要なのはそこよ!!!!![:パー:]
名前が重要じゃなくてお取り置きされてるかどうかが重要なのよ[:パー:]
でも不安になります[:悲しい:]
なので名前聞いてください。(笑
↑小心者

つーか昨日のむちゃ∞ﾌﾞﾘといい、
忠義が女性ｹﾞｽﾄにお願いすることって

大概自分の趣味よね。願望よね。（笑

ｽｶ☆Jの時もそうだったじゃん。
このｴﾛ仙人!!!!![:パー:]
立ち上がって萌えてる忠義はｱﾎである。(笑
でもそんなあたしも忠義のﾁｭｰ顔とかで萌えってなってるんですけどね[:ハート:]
たちょよしのﾊﾞｶﾊﾞｶﾊﾞｶ[:揺れるハート:]
ﾁｭｰ顔の安売りはしちゃﾀﾞﾒなんだぞ。（笑

最上級の攻撃なんだから[:ハート:]
あとね、たちょよしの腰がﾘｱﾙだと思うのはまひるだけですか???
妙にﾘｱﾙなんだよなぁ。（爆笑

また想像妊娠とかしちゃうじゃん[:パー:]
最近忠義の子供が順調に育ってるんですよねー。

お腹の中で。(笑
↑妄想２号。

つーか昨日のむちゃ∞ﾌﾞﾘの山田ﾛｹすっごい面白かった[:ハート:]
つーか可愛かった[:ハート:]



もうずっと山田に萌えてた[:揺れるハート:]
もう章大の乳揉みたい発言[:パー:]
揉むんじゃねーよ[:パー:]
絞るんだって[:パー:]安田さん[:パー:]
そんなやっすんが(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲんですけどね[:パー:]
最近妙にあたし山田押しなんだよなぁ[:揺れるハート:]
もうだって山田が２人で話してる時の間が

すごい近いの。(笑
何???何なの???あのいちゃつきぶりは???
渋やんが嫉妬してしまうじゃない。

だいたいやっすんはそっち系の人だし[:汗:]
↑妄想３号

完全にやっすんは乙女ですよね[:ハート:]
いつから乙女ｷｬﾗになったんでしょうねぇ。

昔は男らしかったのに。(笑
そんなやっすんが好きです[:ハート:]

昨日あれだけ爆睡したにも関わらず

むちゃ∞ﾌﾞﾘが終わってから即効寝た[:眠たい:]
だって眠かったんだもん[:眠たい:]
あぁ。もう寝るの大好き[:ハート:]
寝ることと食べることが大好きです。

↑だから[:豚:]になるとか言わないでー。
ﾎﾝﾄのことだけど[:パー:]

今日、ｵﾄﾝとｵｶﾝが留守なんで

夕飯は何か好きなの食べてね。って言われたんだけど

何食べよう。

夕飯食べるのやめようかなぁ。

さっきﾁｰｽﾞ食べたし。（笑

↑昨日の影響。

ﾏｼﾞﾁｰｽﾞ食べるの止まらない。

６Pﾁｰｽﾞ１人で食べちゃったもん。
ちなみに子供の頃はﾁｰｽﾞ食べれなかったんだよね。

もうﾋﾟｻﾞなんてくっせぇーとか思ってて。



今でもその名残はちょっとあって

粉ﾁｰｽﾞがﾀﾞﾒなんだけどね[:悲しい:]
時々ﾌｧﾐﾚｽとかでﾐｰﾄｿｰｽ頼むと最初から

粉ﾁｰｽﾞかかってたりするでしょ???
あれは有り得ない。

((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
ﾐｰﾄｿｰｽは好きだけど粉ﾁｰｽﾞの嫌いな人もいるんじゃﾎﾞｹ!!!!
って言いたくなる。

なんか派手めのﾃﾝﾌﾟﾚ作ると可愛いんだけど

すぐ飽きるよなぁ。

もうすでにこのﾃﾝﾌﾟﾚ飽きてきた[:悲しい:]
でも７月まではこれで頑張りたい。

別に変えてもいいんだけど新しいの作るのが

めんどっちぃだけ[:悲しい:]
でも次のﾃﾝﾌﾟﾚの構想はもうだいたいできてるんだけど

後は自分が作れるかの問題なんですけど[:パー:]
案外不器用なんです[:悲しい:]

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

ﾀﾜﾚｺの衣装展示観に行きたいなぁ[:ハート:]
勇者が見たい[:ラブ:]
あれって写ﾒれないんでしょ???
だから観に行くしかなくてそのためだけに

渋谷まで行くのは無理なんですけども。

ﾎﾝﾄは匂いが嗅ぎたいんですけど。（逝け

↑変態MAX。
ただﾁｬﾝ、香水のつけすぎにご用心[:パー:]
まひる、ﾎﾝﾄﾀﾞﾒなんで。

香水つけすぎな人はﾀﾞﾒなんだ。

鼻が敏感だから香水に酔っちゃうんだよね。

でもただﾁｬﾝの匂いなら嗅ぎたい[:ハート:]
↑変態MAX。



ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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いつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

遅くなってしまいましたが

ｺﾒﾚｽやりますねー♥

ｺﾒﾚｽ

心愛ﾁｬﾝ（＠忠義）

しぃか（＠忠義）

になさん

アルトさん（＠忠義）

結希（＠すばる）

ももよさん（＠すばる）

海ﾁｬﾝ

ゆっちﾁｬﾝ

竜奈さん（＠上ﾌﾟ）

みずき（＠章大）

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

YOUさん（＠忠義）
さよさん

りこさん（＠忠義）

花音さん（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）

なつみ（＠忠義）

りぃさん（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

みおり（＠忠義）

桃ﾁｬﾝ（＠祐也）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。 心愛ﾁｬﾝ（＠忠義）
そうですねー。

みなさん愛あるﾒｯｾ多かったですね。

もちろん心愛ﾁｬﾝのﾒｯｾにも愛はこもってたと思いますよ♥

ﾌﾞﾛｸﾞ見てますよ。

すごく毎日楽しみにしてます。

心愛ﾁｬﾝが人気あるのがすごくわかります。

これからもお互い頑張りましょうね。

しぃか（＠忠義）

あぁ!!!!!そだ。Y&Jの会報だ。
またまひるの妄想か何かかと思った。(笑
TVｶﾞｲﾖﾛｼｸお願いします♥
なんかﾗｲﾌﾞとかで雨だと憂鬱になるよね。

ｸﾞｯｽﾞとか並ぶのしんどいし。

でも今梅雨の時期だから今の時期ある地方は

天気予報が気になって仕方が無いよね。

山梨も７月１５日だから微妙に梅雨が明けてるか

どうかって感じだし。

なんか何気に山梨まで1ヶ月ぐらいになってきて
ﾄﾞｷﾄﾞｷです。

になさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうですねー。

最近あんまり韓流の方頑張ってないんで

頑張りたいですね♥

ぜひ東方神起かSS501のﾗｲﾌﾞに行けたらいいなって
思うんですけどなんせｼﾞｬﾆｦﾀ貧乏なので

なかなか実現しないのが事実です。



でもになさんにそう言っていただけると

頑張ろうかなって気持ちになりますね。

ありがとうございます。

アルトさん（＠忠義）

改めましてまひるです。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

なんかたちょの腰は妙にﾘｱﾙなんですよね。（笑

なのでいろんな妄想をしてしまいます。

↑するな。って話ですよね。(笑
ぜひぜひこれからもﾖﾛｼｸお願いします。

結希（＠すばる）

あ。まひるも。まひるも。(笑
まひるも矯正かけたんだけど今回あんまりかかってないんだよね。

黒く染める時もそうだったんだけど

なんか使ってるｼｬﾝﾌﾟｰによってｺｰﾃｨﾝｸﾞみたいな

膜が出来てて染まりにくいんだって。

だからそれでﾊﾟｰﾏ液があんまり染み込まなかったのかなぁと思って。

ちなみにﾊﾟﾝﾃｰﾝを使ってるんだけどね。

うん。ﾎﾝﾄ１公演１公演楽しんでるみたいだから

自分の入る公演でも不愉快な思いとかしないで

楽しんでもらえたらいいなって思う。

ももよさん（＠すばる）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます♥

２５歳ってことは３馬鹿とﾀﾒですか???
３馬鹿の１ｺ下なのかな???
そうですかぁ。

最近までたちょ担だったんですかぁ???
たちょ、ももよさんに振られちゃいましたね。（笑

きっとたちょも(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝですよ。(笑
その代わりすばるはｳﾊｳﾊでしょうけど。(笑



ﾌｧﾝ歴なんて関係ないですよ。

愛があれば。

ありがとうございます!!!!!
これからもももよさんの期待を裏切らないような

ﾌﾞﾛｸﾞ書けたらいいなって思います。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

海ﾁｬﾝ

うつ病のこと会社の人に理解してもらえたみたいで

良かったね。

うん。

うつが酷い時だと外に一歩も出たくないし、

ずっとﾍﾞｯﾄﾞでｸﾞｽﾞｸﾞｽﾞしてたくなる。

まひるは最近はそれはないんだけど。

そっかぁ。

「ｼﾞｬﾆｰｽﾞなんて音楽じゃない」って言われたんだ???
何言っちゃってるんですか???って感じです。
SMAPなんてかなり前から音楽ｷﾞｮｰｶｲで人気だったのに。
今みたく人気になる前から。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞのことをよく知らない大人の偏見だよね。

GO MY WAY!!だよ。海ﾁｬﾝ。
ありがとう。

楽しみって言ってもらえるとすごく頑張れます。

ゆっちﾁｬﾝ

その後眠れてますか???
まひるは最近爆睡です。

なんかしかも異常に眠いです。

博貴、いよいよ復帰ですね♥

嬉しくて嬉しくて。

早くｴｲﾄに戻ってきて欲しいなぁって

思ってます。

NEWSはどうなってしまうのか不安なとこですが。
そうですねー。

社会に出るってことは大変なことですね。



でもｼﾞｬﾆｰｽﾞの方達はﾎﾝﾄ若い頃からｼﾞｭﾆｱとして

社会に出てたわけですごいなって思います。

ｴｲﾄに教わってることって気づいてない部分でも

ﾎﾝﾄにたくさんあると思います。

そうゆうことひとつひとつ大切にしていきたいなって

思います。

あ。ありがとうございます。

これからもゆっちﾁｬﾝの期待裏切らないような

ﾌﾞﾛｸﾞ書いていきたいと思ってます。

竜奈さん（＠上ﾌﾟ）

いつもｺﾒﾝﾄありがとうございますです♡

そうなんですよね。

まひるがｸﾋﾞになったら一緒に辞めますって言ってくれる人が

いるってちょっとすごいことかななんて思ってます。

まぁ、でもｸﾋﾞにならないように

頑張りたいです。

ｴｲﾄのｱﾙﾊﾞﾑ聴いてます???
まひるは今は「喜びの歌」を聴いてます。(笑
すごく良い曲ですよね。

曲はPOPなのに詞が泣きそうになるんですよね。
ですよねー。（笑

CDで自分しか部屋で聴いてないわけで
それは自分に歌いかけられてるような

錯覚もおこしますよね。(笑
ご心配おかけしましたが無事復帰しました。

待っててくれると言ってくれてありがとうございます♥

これからも頑張っていきます。

うたばん面白かったよね。

やっすんのそっち疑惑最高。

なんか否定すればするほど怪しいってゆーね。(笑
このﾈﾀこれからも使ってて欲しいよねー。

みずき（＠章大）

まひるもKAT-TUNとｴｲﾄ両方買ったよー♥



KAT-TUNは今日やっとCD開けた。(笑
そういやみずき、ﾌﾞﾛｸﾞ辞めちゃったの???
もし新しく始めたらまた教えてねー。

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

DVD見た???
あれは激しくﾄﾆｰ萌えですよ。

でも勇者もｶｯｺｲｲ♥

ただよちって勇者っぽいよね。

あ。結局ゆりえﾁｬﾝは全部で何公演観に行くの???
なんか激しく裏山です。

まひるは山梨しか行けないけど

頑張って愛を注いでくるよ。

早くﾁｹ届かないかなぁ。

またﾁｹ見て凹みそうだけど。(笑
忠義のむちゃ∞ﾌﾞﾘのｶﾞﾁｬｶﾞﾁｬは自分の欲望ですよね???(笑
なんか質問聞いただけで忠義だってすぐわかるもんね。(笑
匂いも好きな人の匂いならって感じかなぁ???(笑

YOUさん（＠忠義）
お久しぶりです。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます♥

なんか結局ｴｲﾄから離れようと思っていたけど

ｴｲﾄに救われてしまいました。

でもYOUさんの言葉すごく嬉しかったです♡
なんかYOUさんの言葉でもだいぶ救われましたね。
ﾎﾝﾄにありがとうございます。

なんかこうやってたくさんの人に見守られてるんだなぁって

実感しました。

いろんなこと考えて悩んで成長していくんですよね。

さよさん

ご心配おかけしました。

結局１日で復帰です。(笑



なんか顔が見えないって怖いなって思うんですよ。

まひるの書いた文章も顔が見えないから

いろいろな捕らえ方が出来てしまうわけで。

だからこれからはもっと分かりやすく

ﾌﾞﾛｸﾞが書けたらいいなって思います。

ありがとうございます。

これからもさよさんの期待裏切らないような

楽しいﾌﾞﾛｸﾞが書けたらいいなって思います。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにありがとうございます♥

りこさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

りこさんの言葉がすごく心に染みました。

人間だから嫉妬もするし、ｲﾗｲﾗすることもある。

でもそれとどう付き合っていくかだと思います。

今は不思議と嫉妬とかｲﾗｲﾗも消えました。

もっと大きな人間になりたいなって思ってます。

ﾎﾝﾄ、忠義からｴｲﾄからもらうことはたくさんあっても

それが返せているのか不安になります。

なのでほんの些細なことからでも始められたらいいなって

思います。

いえいえ。まひるはただ自分の本能赴くままに

ﾌﾞﾛｸﾞ書いてるだけなので

りこさんのお力になれてるかどうか。(笑
でもそう言っていただけるのはﾎﾝﾄに嬉しいです。

花音さん（＠忠義）

画面通してだとなかなかその人の本質とか

わからないことたくさんあるんですよね。

でもﾌﾞﾛｸﾞを書いていくということは当然

そうゆう悩みもついて回ってくるわけで。

ﾎﾝﾄにご心配おかけしました。

無事復帰です。

これからも頑張りますのでﾖﾛｼｸお願いします。



ﾎﾝﾄﾗｲﾌﾞの時雨だと憂鬱になりますよね。

ｸﾞｯｽﾞ並ぶのも大変だし。

まひるは山梨しか行かないのですが

前回山梨公演やった場所と違うので

今回の会場がどうなってるのか全然知らないんですよ。

だから余計にﾄﾞｷﾄﾞｷです♡

はーい。

お仕事も適度に頑張ります。

りりかさん（＠忠義）

ありがとう。

りりかさんに褒めてもらえるのがすごく嬉しい。

うたばん面白かったよねー。

何気にそれぞれのﾒﾝﾊﾞｰがｵｲｼｲ部分あったし。

なんか歌番組に出てこんなに平等だったことって

今まで無かったななんて思ってます。

また次回うたばんに出る時が楽しみだよね。

整体いいよー。１度ﾁｬﾚﾝｼﾞしてみて♥

うん。あのすばるの言う言葉だからﾎﾝﾄに

間違いないと思う。

音楽ってすごいよね。

たくさんの可能性があってそれぞれたくさんの引き出しがあって

ひとつの魂があってその魂をみんなで大切にしてて。

素晴らしいなって思う。

亮ﾁｬﾝのｿﾛもすごく良いよね。

なつみ（＠忠義）

ご心配おかけしました。

無事に復帰です♡

うたばん、最高だったよね。

ﾎﾝﾄ１ｺ言ったら１０ｺ返ってくるとか

やっすんのそっち疑惑とか忠義のくすぐりとか

最高に面白かった。

またうたばん出てくれるといいね。

きっと毎回やみつきになっちゃうんだろうな。(笑



りぃさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

りぃさんも大倉担なんですか???
もちろん同担大歓迎ですよ。

щ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 。
なのでぜひぜひ仲良くしてやってください。

ﾖﾛｼｸお願いします。

ゆか（＠忠義）

無事復帰しました。

心配かけてｺﾞﾒﾝね。（涙

なんか最近またゆかといい感じに絡めて嬉しいです♥

ゆかのﾌﾞﾛｸﾞも毎日見てるよー。

あぁぁぁぁあ。

ありがとう。

まひるもゆかのことは好きよー♡(〃▽〃)ｷｬｰ♪
整体久々に行ってきますた。

なんかゆかのﾌﾞﾛｸﾞ読んで「ん???整体???」って
思って行きたくなっちゃったんだよね。(笑
なんかゆかの行ってる整体すごく良さそうだったし。

あぁ。揉んでもらうやつも行ってみたい。

でもたぶんまひるも時間内に終わらないと思う。

まひるも半端ないもん。

だよねー。

ただﾁｬﾝが整体師だったら絶対そっちに行く。

毎日でも通っちゃうのになぁ。

ﾎﾝﾄ、すばるがあれだけのこと言ってくれるってすごいことだと

思うんだ。

すばる自分でも言ってたけどｳｿつけないﾀｲﾌﾟって言ってたから

ﾎﾝﾄに忠義のことそう思ってくれてるんだなぁって。

やっぱりすばるBANDって最高だよね。



ななﾁｬﾝ（＠忠義）

ななﾁｬﾝのﾊﾟﾊﾟﾝがｴｳﾞｧ好きなのぉー???
ﾊﾟﾊﾟﾝと気が合いそう。(笑
ｱﾆﾒｲﾄってﾎﾝﾄにﾏﾆｱｯｸだよね。（笑

なんか知らないｱﾆﾒとかたくさんありそう。

でも夜中に結構萌え系のｱﾆﾒ見てるあたくし。(笑
そうだよねー。

ｱﾆﾒ好きな友達が逆にｼﾞｬﾆｼｮとか言ったら

何???誰???の世界なんだろうなぁ。(笑
ﾎﾝﾄ趣味は人それぞれですわ。

みおり（＠忠義）

まひるもみおりのﾌﾞﾛｸﾞは毎日見てるよー。

ﾃｽﾄお疲れ様です。

まひるも高校の時、文系の特進ｺｰｽだったんだよなぁ。

でも今考えたらまひるは絶対理系なんだけど。(笑
だって英語も古文も苦手だったもん。

よく卒業できたよなぁ。(笑
忠義が整体師だったら毎日でも行っちゃうよねぇ。

でも美形整体師で有名でめっちゃ女の人のお客さん多そうだけど。(笑
なんかﾄﾞｺﾓのCM新しいﾊﾞｰｼﾞｮﾝに変わっちゃったみたいで
ちょっとｶﾞｯｶﾘです。

桃ﾁｬﾝ（＠祐也）

まひるも雷にﾊﾟｿがやられないように

この時期は出かける時にｺﾝｾﾝﾄ抜いて出かけます。

ｼｬｳﾄって直訳すると叫びですね。(笑
音楽的に言うとちょっとﾆｭｱﾝｽが変わってくると思うんだけど。

まひるも最近曲が覚えられません。(涙



2007.06.14 Thu 男泣き。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやったので

見てくださいねーん[:ハート:]
ﾎﾝﾄお待たせしちゃってｺﾞﾒﾝなさい。

なんか朝から[:パソコン:]やってるから腰が痛いだに[:悲しい:]
せっかく整体に行ったのに台無し[:悲しい:]
所詮ｦﾀｸですから[:パー:]

昨日、もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞ更新させてから２２時まで寝たのよ[:眠たい:]
あまりにも眠すぎて起きていられなくて[:悲しい:]
それで１時間半ぐらい寝たのかな???
２２時に起きてﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ見てｸﾞｰﾀﾝﾇｰﾎﾞを初めて見て。(笑
星野真里ﾁｬﾝが出てたんだけどだいぶ変わった人だということが

発覚[:びっくり:]
その前にもさんまさんの番組に出てるの見て

星野真里ﾁｬﾝが怯えてるの見て

えぇ???あの気の強い役の多い星野真里ﾁｬﾝですよね???って
思ったもん[:びっくり:]
で、最後にヒナﾁｬﾝﾄｰｸ。

ヒナﾁｬﾝが失恋で泣くなんて[:悲しい:]
あぁ。そっか。

ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ先生になる前はﾈｶﾞﾃｨﾌﾞだったんだっけ???
でもヒナﾁｬﾝが泣くなんて想像つかないんですけど[:パー:]
あぁ。意外と乙女のやっすんがｹﾛっとしてたりするのかも。

まぁ、ｹﾛっとって言ったら失礼かもだけど

泣いたりするとこまでいかないのかなって。

忠義も失恋で泣いたことあるし。

忠義でも泣くことあるんだなぁ。

なんかいつも笑顔なのにな。



なんか男の子でも失恋で泣くことあるんだなぁって

忠義の話聞いて初めて思った。

絶対男の人の方がｹﾛっとしてるものだと思ってたけど

なんかよく聞く話では

女の人の方が失恋してもｹﾛっとしてるって言うよね???
そんなことないのになぁ。

案外繊細なんですよ。

女の人も。ﾎﾝﾄに。ﾎﾝﾄに。

それを強がりで表に出さないだけで。

ﾎﾝﾄ、ただの強がりなんです。

あぁ。今日ﾚｺﾒﾝだ。

後でﾈﾄﾗｼﾞ聴けるか試してみないと。

忠義のｿﾛ曲の話とか聞きたいもん。

もちろん他ﾒﾝのｿﾛ曲話も聞きたい。

ヒナﾁｬﾝの話が聞けなかったのが残念だけど[:悲しい:]
楽しみだなぁ[:ハート:]
なんか忠義の生声聞けるなんて久々だし。

きっとﾒﾝﾊﾞｰ７人もいると

口数少なくなっちゃうと思うんだけど

それでも生声聞けるのは嬉しい[:ハート:]

あ。そうそう。

さっき新聞見て知ったんだけど

今日の食わず嫌い、松田翔太くんなのー[:ハート:]
さっそく録画予約してきた[:ハート:]

ちょっと出かけてきまふ。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.16 Sat あなたの飾らないとこが好き。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、今日はMｽﾃでしたね[:ハート:]
忠義の新しい髪型萌えｽ[:ハート:]
なんかあれだけ短く切ったの久々じゃない???
めちゃめちゃｶｯｺﾖｽ[:ハート:]
すごく似合ってた

あと亮ﾁｬﾝの金ﾊﾟ。

めちゃめちゃｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]
黒髪も好きだけど金ﾊﾟも(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲなぁと思って。
もう歌の方は全部吹っ飛んでしまった[:悲しい:]
なのでまた休みの日にでもﾘﾋﾟりたいと思います[:揺れるハート:]
とにかく忠義と亮ﾁｬﾝに釘付けで[:てれちゃう:]
最後のとこで忠義が髪をﾊﾞｯｻﾊﾞｯｻやってヨコの顔に

髪が当たってヨコがびっくりしてたとことか笑ったし[:イヒヒ:]
あれは狙いですよね???[:パー:]
ﾏｼﾞｳｹる[:パー:]

なんか今週からｿﾛtuneの方聴きこんでるんだけど
やっぱり「わたし鏡」いいなぁ[:揺れるハート:]
すごく章大の声とあってて切ない感じが表現されてて

めちゃくちゃ良いです[:ハート:]
もちろん「まもりたい」もすごく好き[:揺れるハート:]
なんか忠義がどんなこと考えながら作ったのかとか

知りたい。

なんか結局昨日のﾚｺﾒﾝでｿﾛ曲についてそれぞれが語ってないんでしょ???
だからもしかしたら来週突撃ﾄﾞｷｭﾝで[:電話:]しちゃうかも
みたく言ってたんだけど

ぜひぜひやって欲しいです[:ぴかぴか:]
あぁ、ぜひぜひ大倉忠義さんに守っていただきたいです[:ハート:]
あとね、亮ﾁｬﾝのｿﾛも好き[:揺れるハート:]
ﾒﾛﾃﾞｨｰと詞がいい感じなんだよなぁ[:てれちゃう:]



亮ﾁｬﾝって曲、[:パソコン:]で作ってるんだね。
なんかそういえば前にそんなこと言ってたよね。

なんかｶｯｺｲｲなぁ。

ｸﾘｴｲﾀｰみたいで[:てれちゃう:]
亮ﾁｬﾝのｿﾛは亮ﾁｬﾝが今まで歌ってきたｿﾛの中で１番好き[:ハート:]
ヨコのｿﾛとかあれはヨコしか歌えないよね。

永遠のﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝだから歌える歌だよね。

もっそいｶﾜﾕｽです[:揺れるハート:]
なんかﾗｯﾌﾟを可愛く歌えるヨコはｽﾃｷだと思う[:ぴかぴか:]
村上信五さん、歌うまくなりましたよね???
もう前回のｱﾙﾊﾞﾑは失礼ながら笑いどころ満載で[:パー:]（もっそい失礼
あ。ところでヒナﾁｬﾝのｿﾛで屋良ﾁｬﾝが振り付けしたのって

この曲???
なんか見るの楽しみだなぁ。

丸ﾁｬﾝの曲とかCDと生で聴くのじゃ全然違うって聞くし。
「琉我」もすごく好きなんだよなぁ。

なんかすばるって昔、「俺様ｸﾚｲｼﾞｰﾏﾝ」歌ってたでしょ???
↑ﾀｲﾄﾙこれであってたっけ???
あーゆう歌を歌ってきたすばるがﾚｲﾆｰが好きだったり

「琉我」みたいな曲を歌ったりして随分ｲﾒｰｼﾞが変わったなぁと

思って。

今のすばるの世界感ってすごく好きだなぁ。

あ。そうそう、山梨公演のﾁｹが来週の土曜日に届くわけですが

もうﾄﾞｷﾄﾞｷで[:ラブ:]
もう１週間ﾄﾞｷﾄﾞｷで待つのはすごくしんどいです[:悲しい:]
早く届いてー!!!!
しかも土曜日仕事だから帰ってきてからじゃないと

ﾎﾟｽﾄ見れないし[:悲しい:]
絶対土曜日仕事が手につかないよなぁ。

((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

いつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

初めましての方もｶﾞｼｶﾞｼｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.17 Sun ﾈﾀなし。（放置ﾌﾟﾚｲ

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

帰ってきてからｺﾞﾛｺﾞﾛして[:テレビジョン:]見てました。
なんか疲れてすぐ[:パソコン:]に向かうのが無理なんだもん[:悲しい:]

あ。「必殺仕事人２００７」って７月７日の２１時から

みたいですね[:チョキ:]
仕事だぁー!!!![:悲しい:]
仕事３０分早くあがらせてもらおうかなぁ。

うー。でもﾚｼﾞ閉めとかあるしなぁ。

無理っぽいなぁ。

もうなんで土曜日なんだろ???
何気試写会も行きたいと思ってるんだけど

休めないよなぁ[:悲しい:]
山梨公演の時も休むし[:汗:]
あぁぁぁぁぁあ。

やっぱり我慢かぁ[:悲しい:]
うぅー。試写会行きたいよぅ[:悲しい:]
il||li (つω-`*)il||liｴｸﾞｴｸﾞ

なんかﾗｲｱｰｹﾞｰﾑが最高に面白い展開に。

来週が最終回なのかな???
わー。ﾎﾝﾄ１秒たりとも見逃せないや[:汗:]
ﾏｼﾞ松田翔太ﾊﾏﾘ役だよなぁ[:ラブ:]
もうこのﾜｸﾜｸ感[:ラブ:]
来週が楽しみだなぁ。

あ。今日、ｺﾝﾋﾞﾆにご飯買いに行ったら

「Speedy Wonder」がかかったの。
ﾏｼﾞﾃﾝｼｮﾝ駄々上がり[:上向き:][:上向き:][:上向き:]



心の中で歌ってたもん[:ムード:]
たぶん顔もにやけてたと思うもん[:イヒヒ:]
なんか仕事してる時って夢中になっててｴｲﾄのこと考えることも

少ないんでわずかな休憩時間にｴｲﾄで癒されると

ﾎﾝﾄ幸せになれるなぁと思って。

そう、それでｺﾝﾋﾞﾆでTVぴあ探したんだけど
もう売り切れちゃったみたいで

結局今日買えなかった[:悲しい:]
帰りにﾂﾀﾔまで行こうかと思ったんだけど

[:家:]と逆方向だからめんどっちくなって結局やめた。
いつもの本屋さんにお取り置きはしてあるから

ｹﾞｯﾄ出来ないわけじゃないんで大丈夫なんですけど。

まだｦﾀ誌も買ってないから結局近々本屋に行かないとﾀﾞﾒなんだけどね。

来週の休みに本屋行こうー[:ハート:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.18 Mon すべて包み込める女になりたい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

今日もお疲れ大倉担まひるですけどもー。

なんか今日もﾈﾀないんだよなぁ[:悲しい:]
なんか金土日月って仕事三昧になるから

ｴｲﾄのこと考える余裕もないし[:悲しい:]
帰ってきて時々忠義萌えになったりするけど[:ハート:]
なんかしかも今日、山梨公演の時の休みの申請を

したら「理由は???」って聞かれて
「ﾗｲﾌﾞですけど。」って言ったらあからさまにｲﾔな顔された[:パンチ:]
何???何???ﾗｲﾌﾞで休むのは理由にならないってゆーの???
でも強引に休みもらいましたけど[:パー:]
自分の夢のためだけでもあるけど

やっかしｴｲﾄあってのお仕事ですから[:パー:]
ｴｲﾄがいなければ今頃仕事くじけてたと思うし。

だからﾎﾝﾄｴｲﾄ様様なんだよね[:ハート:]
そんな風に考えてることが忠義にも通じたらいいなって思うし。

そんな立派なﾌﾞﾛｶﾞｰさんになれることを夢見てる

痛いｦﾄﾒです[:悲しい:]

忠義だってﾌｧﾝのために頑張ってる部分あると思うけど

結局は自分がどれだけ成長できてどれだけ頑張れるかって

自分のために頑張ってるわけでしょ???
まひるも同じなのです。

仕事はお客さんのために頑張ってるってゆーのもあるけど

やっかし自分のために努力してるってゆー部分が大きくて。

だからすごくｴｲﾄが目標になってるってゆーか。

ｴｲﾄがこれだけ頑張ってるんだからあたしも頑張れるって

思うんです。

同じ人間ですもん[:ハート:]
すごく救われます[:ぴかぴか:]
ありがとう。ｴｲﾄ。

ありがとう。忠義。



すごくｴｲﾄの曲とか聴いてると元気が出てくるし、

あたしの精神安定剤です[:ハート:]
だからうつがひどくならずに仕事頑張れてるんだなぁって思うし。

時々夜中過呼吸おこして苦しい時もあるけど

でもｴｲﾄの温かみがすべてを包み込んでくれる。

そう思ってます[:ぴかぴか:]
大好きで。大好きで。

時々忠義のこと思って切なくなることもあるんだけど

それもまひるの成長の過程かなぁなんて思ってます。

大倉忠義のすべてを受け入れられるような

心の大きな女性が目標です[:ハート:]
きっと忠義のすべてを知る日なんてこないかもしれない。

それでも気持ちの上ではそうありたいと思うんだよね。

忠義の喜びも悲しみも怒りもすべてすべて受け入れたいです。

だからもっともっと心の広くて大きな女性になりたいです。

自分のために。忠義のために。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果&お祝いｺﾒﾝﾄＵＰ中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからﾄﾞｿﾞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださいねーん[:ハート:]



2007.06.19 Tue 自分の反省点。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、友達とｹﾝｶをしてしまいました[:悲しい:]
ついつい朝の[:メール:]で感情的になってしまって
結果相手を傷つけることになってしまいました。

でも最後まで話し合いたかったってゆーのが

まひるの正直な気持ちです。

それでﾀﾞﾒになっても悔いはないかなって。

なんか中途半端なとこで相手に切られてしまったので

まだまだ誤解してる部分とかもたくさんあったし、

お互いのことをもっと知る余裕がほしいなって思いました。

まひるも意見を求められたりすると自分の思ったこと

ｶﾞｶﾞっと言ってしまうﾀｲﾌﾟなので

それが上目線に取られてしまうのかもしれませんね。

これからは気をつけたいと思います。

と今日は反省点の多いまひるさんでした[:悲しい:]

今日ね、仕事忙しかったのよ[:悲しい:]
店長は会議に行ってしまうし、

中途採用の人は途中で帰っちゃうし[:悲しい:]
結局まひるとＹﾁｬﾝしか夜お店にいなかった[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
有り得ﾅｽ[:悲しい:]
それでもなんとか乗り越えてしまうあたしはｽﾃｷ[:ぴかぴか:]
(↑自分で言うなって???
Ｙﾁｬﾝは最近入ったﾊﾞｲﾄなのでまだ危なっかしい感じなんだけど

性格は良い子だと思うので嫌いじゃない[:揺れるハート:]
でも非常に声が小さいです[:たらーっ:]
なので時々店長に注意されてます[:悲しい:]

なんかどうも今日はｴｲﾄって感じがしないなぁって思ったら



[:CD:]東方神起聴いてました[:ぴかぴか:]
もうﾎﾝﾄﾄﾝﾊﾞﾝ聴くと元気になるんですよねー[:ハート:]
もちろんｴｲﾄも同じだけど今日はｴｲﾄって気分じゃなかったんで[:たらーっ:]
久々の気分転換ってやつです[:ハート:]
でもｼｮｯｸﾐｰなことにまだｴｲﾄ曲歌詞１つも覚えてません[:悲しい:]
ｵｲｵｲ山梨公演まで大丈夫なのかよー[:パー:]
って感じです。

短期集中型なので頑張って早く覚えたいと思います[:ハート:]
みんな、ｺﾞﾒﾝねー[:悲しい:]

ところでまひるが美味紳助を見る日は来るのでしょうか???
始まってから１度も見てないという大失態[:悲しい:]
なのでどんな番組なのかもしりません[:パー:]（重症
これでもeighterなんでしょうか???
だってだって見る時間何気にないんですよ[:パー:]
ﾘﾋﾞﾝｸﾞのﾃﾞｯｷを使える時間が１５時から１７時までしかなくて

しかも大概その時間は寝てますよ[:眠たい:]

起きろよ!!!!![:パー:]

って思うでしょー???
眠気には勝てないのである。

ただﾁｬﾝ、起こして[:ハート:]
ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙして[:ハート:]
ﾓｰﾆﾝｸﾞﾁｭｳでもいいよ[:パー:]（逝け
ただﾁｬﾝが起こしてくれるならどんだけ睡眠時間が短くても

起きれる自信あり。

(↑この自信はどこから来るの???

そんなわけで短いですがほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ＆お祝いのｺﾒﾝﾄＵＰ中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからどぞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.20 Wed 好きになったらﾀﾞﾒですか???手遅れですけど。(笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾈｯﾄ接続が不安定なのでこれも更新できるのか

謎なんですけど[:悲しい:]
さっきまで全然接続出来なくて

明日、修理に来てもらうことになってるんで

明日にはちゃんと復帰出来そうです[:ハート:]

あ。ﾘﾝｸにりりかさん（＠忠義）としぃか（＠忠義）を

追加しました。

２人とも関西在住なんだけど会ったこともあるし、

すっごい良い人なのでぜひぜひ遊びに飛んじゃってー!!!![:ハート:]

つーか肩こりがひどくて[:悲しい:]
なんか昨日眠れなくて朝になってそのまま[:病院:]に行って
帰ってきてから爆睡してました[:眠たい:]
で、[:パソコン:]やろうかと思ったんだけど
昨日から不安定でわりと夜中なら繋がるんで

ﾌﾞﾛｸﾞ更新が遅れました[:悲しい:]
そしたら頭痛くて[:悲しい:]
もう昼間はｸｰﾗｰつけてるんだけど

なんかｸｰﾗｰつけると余計に頭痛くて

それで暑かったけど我慢して寝てた[:眠たい:]
つーか暑かったけどってゆーけど

まひるさん、なぜかまだ毛布をかけてるんですけど

おかしいですか???[:パー:]
しかも電機敷き毛布とかもまだ外してないんですけど[:パー:]
有り得ﾅｽ[:悲しい:]
今夜から外しますわー[:たらーっ:]



今日のむちゃ∞ﾌﾞﾘ、ﾛｹはﾁﾝﾊﾟと男前さんだね[:ハート:]
もうﾁﾝﾊﾟが可愛くてﾔﾊﾞｽ[:ラブ:]
もう今の髪型大好き[:揺れるハート:]
今までﾁﾝﾊﾟくんにときめいたことのないまひるさん、

最近ﾁﾝﾊﾟくんにやられてます[:ラブラブ:]
全国の安田萌えの方の気持ちがすごくわかります[:揺れるハート:]
１番萌えたのは「お宝ﾊﾟﾆｯｸ」のＤＶＤ。

ﾄﾆｰがｶｯｺﾖｽ[:ラブ:]
最後のｵﾁのとこの着ｸﾞﾙﾐの章大もめっちゃｶﾜﾕｽ[:ハート:]
勇者ももちろんｶｯｺｲｲんですけど[:ハート:]
勇者の額に留めてるやつ???
あれなんて言うの???
あれがｶｯｺｲｲんだよなぁ[:ハート:]
萌えす[:ハート:]

あ。もうそろそろ自転車少年記の発売ですね[:ハート:]
実はまひる見たことがないのーん[:悲しい:]
ＤＶＤに焼いてもらってあるんだけど

見たことがないってゆーね[:悲しい:]
最悪だな。あたし[:パー:]
なのでこれを機会に見ようと思います[:てれちゃう:]

そういや丸ﾁｬﾝ、また時代劇のお仕事決まったんだよねー。

９月に放送なのかな???
２夜連続で。

新撰組をﾒｲﾝにしたお話で丸ﾁｬﾝはなんと沖田総司役とか。

沖田総司って結構大役じゃないですか???
美少年剣士って言われた人ですよね???
(↑え???違ってる???
何気新撰組ﾒｲﾝのﾄﾞﾗﾏとかって今まで見たことがなくて。

あ。今、ＮＨＫさん敵に回しました???(笑

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

まだ試写会が諦めきれないんですけど[:パー:]



明日締め切りだっけ???
でも絶対休めないことはわかってるの。

うん。自分でも。

だから源太ﾁｬﾝを１番に見たいんだけど

しょうがないよね[:悲しい:]
源太ﾁｬﾝ、ｺﾞﾒﾝね[:ポロリ:]
でもＯ．Ａ．は必ず見るから[:パー:]
絶対何度もﾘﾋﾟってしまう痛い自分がいると思うんですけど[:GO!:]
あぁぁぁぁぁぁあ。

もうまひるたん、ﾀﾞﾒﾎﾟ。(重症

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ&お祝いｺﾒﾝﾄＵＰ中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからﾄﾞｿﾞ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.20 Wed ★ｺﾒﾚｽ★

いつもありがとうございます。

遅くなりましたがｺﾒﾚｽやります。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

ｺﾒﾚｽ

結希（＠すばる）

ネコさん

あこさん（＠章大）

ゆか（＠忠義）

海ﾁｬﾝ（＠∞）
みおり（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）

みずき（＠章大）

しぃか（＠忠義）

りぃさん（＠忠義）

になさん

ももよさん

竜奈ﾁｬﾝ（＠竜也）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中です!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからﾄﾞｿﾞ。 結希（＠すばる）
ｸﾞｰﾀﾝﾇｰﾎﾞの失恋話、たぶんそのｼﾞｬﾆ勉で言ってた話と

同じかも。

なんか結構いい感じだったから告白したら

振られたみたく言ってたよ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


それから恋愛に臆病になってるって。

あぁ。でもヒナﾁｬﾝの猪突猛進型ってのは分かる気がする。

すばﾁｬﾝとかなんて石橋叩いて渡るじゃなくて叩き壊して渡るぐらい

慎重そうだし。(笑
ヒナﾁｬﾝも今は良い恋愛してるといいんだけどなぁ。

なんとなく親心から。(笑
必殺彦星、ｶｯｺﾖｽだよなぁ。(笑
でも七夕に見れるってﾛﾏﾝﾁｯｸだね。悩殺されちゃうけど。

源太ﾁｬﾝに殺されるなら本望だわ。（重症

なんかまひるもO.A.日が決まってから忠義が源太ﾁｬﾝにしか
見えない。（重症

たちょよし、可愛いよねぇ。

結希は結構忠義贔屓目だよね。

なんかいつもたちょよしのこと褒めてるから。(笑

ネコさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾈﾄﾗｼﾞですか???
ちょっとここでは説明出来ないので

ﾌﾟﾛﾌのとこにﾊﾟｿのﾒｱﾄﾞが載せてあるんで

そこにﾒｰﾙくださいますか???

あこさん（＠章大）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

全然。ｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ ですよ。(笑
あ。ありがとうございます。

お褒めいただき光栄です。

あこさんもﾌﾞﾛｸﾞ始めたんですか???
遊びに行かせていただきますねー。

これからもぜひぜひヨロシクお願いします。

ゆか（＠忠義）



まだＭｽﾃ、ﾘｱﾙで１回見ただけでﾘﾋﾟってないの。(涙
すっごいﾘﾋﾟりたいんだけど

なかなか時間がね。(涙
まひるも「わたし鏡」と「stereo」が好きかなぁ♥
でもどっちも自分で作詞作曲してる曲なんだよね。

なんかそれがすごいなって。

今度ゆかは福井だっけ???
楽しみだねー♡

まひるの分も楽しんできてね。

あぁ。あと会社のﾊﾟｿ、買ってもらえる見通しがたたない

みたいだね。(涙
早くﾊﾟｿ買ってもらえるといいね。

商売道具だからねー。

もうすぐﾁｹｯﾄが届くと思うと毎日ﾄﾞｷﾄﾞｷですよ。

やってしも〜た♪(笑
ﾏｼﾞで???裏山ｼｽ。
当たるといいね。

やっぱり生源太も見れるよね???
あ。髪切ったから私服かぁ。

海ﾁｬﾝ（＠∞）
８列目かぁ。

わりと見やすそうだね♥

でも会場の作り方によって全然違ってくると思うから

行ってのお楽しみだね♥

まひるも山梨公演行ったことのない会場だから

席がどうなってるのか気になる。

うん。山梨は今週の土曜日にﾁｹ来るね。

もうﾄﾞｷﾄﾞｷだよー。

いやいや。まひるなんて全然何もしてないから。(笑
でも少しでも海ﾁｬﾝの力になりたいと思ってます。

ﾎﾝﾄ社会人って思ったようにならなくてじれったく

思うこともあるけど

でも結局そこで仕事頑張ってるからｴｲﾄに会えるんだよなぁ。

休みが自由にならなくてｴｲﾄに会えない時も

いっぱいあるけど。(涙



みおり（＠忠義）

いやいや、全然つまらなくないよ。

みおりらしい文章に結構元気もらったりする。

まひるの高校は理数科が２ｸﾗｽあって１つが理数科の特進で。

あとは５ｸﾗｽ文系で。１つが文系の特進だったの。

何気、中学の時の元彼も同じ学校だったんだけど

中高、１度も同じｸﾗｽにも同じ館にもならなかったなぁ。(笑
新しいＣＭも面白いね。

長瀬くんが出てるやつと瑛太だっけ???
ﾎﾞｸｼﾝｸﾞのやつ。

それが面白い。

あたしもBiDaNの時の髪型がめたくた好きだった♥
新しい髪形早く生で見たいなぁ。

でもまひるが山梨で見る頃にはだいぶ伸びてしまってるかもー。

りりかさん（＠忠義）

あ。ｴｱｷﾞﾀｰやってた。(笑
ﾎﾝﾄやっぱり笑ってる忠義が１番だよね♥

山梨ﾁｹ、ﾄﾞｷﾄﾞｷです。

大倉担と安田担に優しい席がいいです。(贅沢
りりかさんはどこに行った???これからどこに行く???
あ。あと相ﾘﾝありがとうー♥

嬉しかったです。

お茶目な忠義が好き。好きー♥

あ。あとﾌﾞﾛｸﾞで紹介してくれてありがとう。

めちゃめちゃ照れたけど本気で嬉しかったです。

みずき（＠章大）

そっか。ﾌﾞﾛｸﾞ辞めちゃったんだね。

残念です。

また復活する時は教えてねー♡

楽しみにしてます。

Mｽﾃ、たちょと亮ﾁｬﾝに、ﾏｼﾞ萌え♥



亮ﾁｬﾝの金ﾊﾟ久々に見たけど可愛い。

なんかちょっと幼くなるとこが可愛い。

しぃか（＠忠義）

無事山梨公演のお休みもらえた。

なんかﾁｹも取れてるのにﾀﾞﾒとか言われたら

あたしは仕事やめてたかもな。(笑
やっぱり原動力になってるものってｴｲﾄなんだよなぁ。

そうゆうものがあるってことは幸せなんだなぁって思う。

あ。相ﾘﾝありがとねーん。

ﾘﾝｸ貼っておきました。

りぃさん（＠忠義）

どもども。(笑
あ。ありがとうございます。

共感していただけて嬉しいです♡

１年も前から見てくださってるんですねー。

有難いです。

これからもぜひぜひﾖﾛｼｸお願いします。

ﾎﾝﾄに同担щ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ なのでお気軽に声かけてください。

になさん

うつの原因ですか???
最近は何が原因なのかはわからないんですけど

きっかけとなったのはもう１０年ぐらい前に

大切な人を亡くしたことですね。

もうそれからずっとです。

１度５年ぐらい前によくなったんですけど

ｽﾄﾚｽから再発しました。

なのでたぶん今もきっと仕事にｽﾄﾚｽを感じてるのかも

しれませんね。

ももよさん



あ。年長組とﾀﾒなんですか???
なんかﾒﾝﾊﾞｰとﾀﾒだとちょっと嬉しいですよね。

あ。ありがとうございます。

共感していただけるとは嬉しいです。

そうなんですよねー。

不安なこともすべてｴｲﾄが受け流してくれるんですよね。

だから救われてる部分ってすごくたくさんあって。

ﾎﾝﾄ、ｴｲﾄ様様ですよね。(笑
その分ﾗｲﾌﾞでｴｲﾄﾒﾝに気持ちよく過ごしてもらえて

あたし達eighterも気持ちよい時間が過ごせたら最高だなって
思います。

お返し出来る時ってなかなかないですもんね。

いつかちゃんとお返しが出来たらいいなって思います。

うーん。それはやっぱりCDの売り上げだったりﾗｼﾞｵや有線への
ﾘｸｴｽﾄだったりそういった形からも少しはお返しが出来るかなって

思うんですよね。

竜奈ﾁｬﾝ（＠竜也）

たっちょんが起こしてくれるってわかってたらﾄﾞｷﾄﾞｷで

眠れないから知らないうちにこっそり家に来て

おこして欲しい。(笑
でも寝顔は見られたくないなぁ。(笑
恥ずかしいです。

たぶんすっごい間抜けな顔してそうだもん。(笑
試写会行きたいよねー。

生源太も見たいし、いち早く仕事人が見たいもん。

ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li



2007.06.20 Wed 理想の結婚。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやったので見てくださいねーん[:ハート:]

つーかﾈｯﾄの接続が不安定だったので

今日、朝一でNTTさんに来てもらって
ﾓﾃﾞﾑを交換してもらいました[:ぴかぴか:]
それから遅刻して仕事に行ってきました。

とりあえずこれでﾀﾞﾒなら屋外装置を見ないとﾀﾞﾒみたいなんだけど

一応普通に使えてるので問題なさそうです[:グッド:]
しかもﾚﾝﾀﾙなので無料で交換だったし[:チョキ:]

ってなわけで今日も暑いですね[:汗:]
汗だくですよ[:汗:]
梅雨に入ったのに[:あめ:]降らないし[:悲しい:]
まぁ、仕事の時、[:あめ:]降られるとｲﾔですけど[:パー:]
（↑わがまま。

でもだいぶ夕方になって涼しくなったけどね。

もう朝仕事行く時茹ってた[:怒り:]

そろそろ新しいﾃﾝﾌﾟﾚ作りをしようかなぁって

思ってるんだけど

こればっかりはすぐ出来る時と

時間かかる時とあって今のﾃﾝﾌﾟﾚ作る時も

最初作ったやつが気に入らなくて

作り直したんだもん[:悲しい:]
まぁ、ｾﾝｽのない人なんで

限界は常にあるんですけど[:パー:]（笑



大倉忠義さんぐらいのｾﾝｽが欲しいです[:ハート:]
なんかいいよね。

お坊ちゃま風で。（←そこかよ[:パー:]
ｲﾗｽﾄとか描けちゃう人尊敬してるんだよねぇ。

まひるの描けるのはせいぜいﾃﾞｻﾞｲﾝ画とか

POPとかだから。
洋服のﾃﾞｻﾞｲﾝ画は[:学校:]で勉強したんだけど
POPは前のﾊﾞｲﾄ先のCD売り場で書いてた。
でも[:学校:]で勉強する前からﾃﾞｻﾞｲﾝ画は描いてた気がする。
だって専門学校とか夏休みの宿題ﾃﾞｻﾞｲﾝ画１００枚とか

普通だったもん[:悲しい:]
だから何が１番大変だったかっていうと学業とﾊﾞｲﾄの両立。

課題の多い[:学校:]だったから徹夜なんて当たり前だったし[:悲しい:]
最高３日寝ない日が続いたけど若さって素晴らしい[:ぴかぴか:]
頑張れるもんね。

今は２日寝ないのが限界かな。

去年のｻﾏｽﾍﾟの時そうだったもん。

２日寝ないでｻﾏｽﾍﾟ見てさすがに帰りの夜行ﾊﾞｽは爆睡だった[:眠たい:]

つーか最近よく考えるんですけど

忠義はどんな人といつ結婚するんだろうって

すごく考えます。

痛いですか???(笑
痛いですよね。(笑
なんか忠義が３０過ぎて結婚するんだったら

たぶん自分も落ち着いてて誰か他の人と

結婚してそうなんですが

２０代のうちだったらどうしよう!!!!!![:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
って心配なわけですよ。

なんかやっぱり２０代のうちはみんなの大倉忠義で

居て欲しいわけですよ[:ぴかぴか:]
だって考えたら３馬鹿なんて今年２６ですよ[:パー:]
あと４年で３０じゃないですか???
あと４年で結婚???とか考えたら恐ろしいです[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 



すばﾁｬﾝとかﾘｱﾙに結婚しそうだし[:悲しい:]
これはぜひ長老と言われるまで頑張って欲しいですわ。(笑
忠義なんて細くて(○´艸`)ｶﾜｲｲ子と
結婚しそうだし[:失恋:]
ただﾁｬﾝ、まひるが３０過ぎるまで結婚しないでね。

（↑ﾘｱﾌｪ。

短いけどほなおつー。

また後で書けたら書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからﾄﾞｿﾞ。

今月いっぱいまでのUPになりますので
まだの方はぜひ目を通していってくださいねー[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.21 Thu 日々、男前になっていく大倉忠義さん♪

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、遅くまで「ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ」見てました[:ハート:]
なんか忠義顔変わった!!!!!
何がどう変わったのかよくわからないんだけど

やっぱり顔が大人顔に成長してる[:ぴかぴか:]
どっちの忠義も大好きなんだけどね[:ハート:]
だってどっちも忠義だし[:揺れるハート:]
「ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ」は何回見ても面白い。

たぶんまひるの１番見てるﾄﾞﾗﾏだと思う。

軽く１０回は見てるもん[:ハート:]
ﾄﾞﾗﾏ見る前にあらすじ見て「ﾃﾞ○ﾍﾙ」の副店長役って知った時は

ΣΣ(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!ってなったけど。（笑
ﾏｼﾞ昨日２話ぐらいまで見ててすごく眠くなってきて

寝ようかと思ったんだけど

結局眠さこらえて全話見た[:ハート:]
目なんて閉じかかってたもん[:悲しい:]
もうはじめくんの「ぶっこみｺｰﾙ」が大好き[:揺れるハート:]
ﾏｼﾞあれﾂﾎﾞなんだよなぁ。

あと「これ系の医者でしょ???」って言ってももの整形を見破るところ。
まひるの予想ですがはじめくんのお父さんは医者なんじゃないかと。

まぁ、予想なんですが[:パー:]
そんなわけで役者大倉忠義はｽﾃｷです[:ぴかぴか:]

つーかﾄﾞﾗﾑ叩いてる夢、久々に見ました[:ハート:]
なんか最近も後輩のﾊﾞﾝﾄﾞの練習見てあげてるんだけど

その時ぐらいしかﾄﾞﾗﾑ叩かないから

かなり感覚鈍ってる。

自分でも[:家:]でｽﾃｨｯｸ持って練習するんだけど
そんなんじゃ感覚つかめないし。

でもやっぱりﾄﾞﾗﾑは楽しいです[:ハート:]
１番好きな楽器かな。



なので自然とﾄﾞﾗﾏｰ、大倉忠義にも目がいっちゃうし。

基本的にﾄﾞﾗﾏｰ好きなあたくし[:パー:]

つーかやっぱりお昼寝をしてみますた[:眠たい:]
朝４時半ぐらいに寝たのに朝１０時には起きてたからね。

それで眠くなって２時間程寝ました[:眠たい:]
あぁ。後でTSUTAYAと本屋行ってきます[:GO!:]

あ。明日、自転車少年記のDVD届くみたいで[:ハート:]
楽すぃみー[:揺れるハート:]
何気ｱ○ｿﾞﾝなのに仕事早いなと。(笑
あ。でもﾎﾝﾄじゃ今日がﾌﾗｹﾞ日なのか。

でも発売日に見れるならいいや。

そしていよいよ明後日が[:チケット:]配送日です[:ラブ:]
仕事が遅くまであるからｵｶﾝに中身見てもらお[:ぴかぴか:]
当たっただけでもﾐﾗｺｰだから席とか知るのが怖いﾀﾞｽよ[:悲しい:]
（↑小心者。

眠いのでまた寝ます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからﾄﾞｿﾞ。

今月いっぱいまでのUPとなりますので
まだの方はぜひ目を通してみてください。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.22 Fri あなたの笑顔があたしの幸せ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか今日、ﾀﾜﾚｺから[:メール:]きてて
ｴｲﾄの冬休みﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｻﾙのDVDの発売が決定したとのこと。
８月１５日発売で

単品発売とBOX発売があるみたいで
BOXだと特典映像がつくらしいです。
いやぁ、そろそろ発売かなぁとは思ってたけど

いざ発売になると[:お金:]の心配が···｡[:悲しい:]
やっぱりｱ○ｿﾞﾝでの値段見てからの予約かなぁ[:ぴかぴか:]
ちなみにﾀﾜﾚｺではBOXが８１００円でした。

そそ。最近もたくさんの方から[:メール:]をいただきます。
ありがとうございます[:ハート:]
すごく励みになるのでｺﾒﾝﾄの苦手な方はお気軽に[:メール:]
くださると嬉しいです[:ハート:]
あまりこまめにお返事は出来ないかもしれませんが

なるべく頑張ってお返事するのでお気軽にﾄﾞｿﾞ。

そういや、ﾌﾞﾛｸﾞ、韓流ﾀﾚﾝﾄｻｲﾄもやってるのですが

最近全く更新してないなぁ[:悲しい:]
なんせ韓国語がわからないので

すごく情報が少なくなかなか更新しづらいのですが

ﾉﾘとﾃﾝｼｮﾝの高さで更新したいと思います[:ぴかぴか:]
あ。でもだいぶﾋﾁｮﾙ熱は落ち着いた。(笑
一時期ﾎﾝﾄﾔﾊﾞｶｯﾀ[:汗:]
忠義よりも好きになっちゃうんじゃないかってぐらい

大好きだった[:ハート:]
なんせﾋﾁｮﾙも不思議ﾁｬﾝｷｬﾗですから[:パー:]
なんかあたしの不思議ﾁｬﾝｷｬﾗ好きは万国共通なのね[:たらーっ:]
って思ったもん。



あと誰だろ???
最近好きなのって。

ﾋﾁｮﾙと同じsuper juniorのｲﾄｩｸとかｳﾆｮｸとか
東方神起のﾕﾝﾎとかｼﾞｪｼﾞｭﾝとか

SS501のﾘﾀﾞ（ﾋｮﾝｼﾞｭﾝ）かなぁ。
好きな人たくさん居すぎてｺﾞﾒﾝなﾊﾟｲ。

ππ

(・)(・)
出たー!!!!
なんかなんか昨日久々にﾚﾝｼﾞｬｰ 見て

また書いてる。

好きねぇ。

あたしも好きだけどって思ったもん[:てれちゃう:]（爆笑
(↑お前も好きなのかよ[:パー:]
あたしはげっちょんでもふっくらしてる忠義でも

どっちも好きだし[:ハート:]
別に体型とかこだわってないし。

忠義が忠義らしくいつも笑ってくれてたらそれでいいんだもん

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからﾄﾞｿﾞ。

今月いっぱいまでのUPとなりますので
まだの方はぜひ目を通していってください[:ハート:]

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.24 Sun ｱﾝｱﾝ、大倉忠義が男前な件。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾗｲｱｰｹﾞｰﾑ見てて更新が遅れました。

いやぁ、ﾗｲｱｰｹﾞｰﾑ最後までﾄﾞｷﾄﾞｷﾊﾗﾊﾗでしたね[:ラブ:]
もう最後どうなるのかと思ったけど

良い方向に進んでくれてよかったです[:ハート:]
もうﾖｺﾔVSｱｷﾔﾏがすさまじかった[:びっくり:]
ﾎﾝﾄ最後の方は１秒たりとも見逃せない感じで

[:テレビジョン:]に釘付けでした[:びっくり:]
あぁぁぁぁぁあ。

でもﾏｼﾞ松田翔太がｶｯｺｲｲんだ[:ハート:]
なんかあれだけのお芝居が出来るってすごいことだと思う。

まだ松田翔太くんって役者としての経験

そんなに積んでないでしょ???
でもあれだけのお芝居が出来るって素晴らしいことだと思う。

やっぱり役者一家に育ったからでしょうか???
まひるは松田優作さんの作品って見たことがないんだけど

素晴らしい役者さんだったんでしょ???
やっぱり松田龍平くんもそうだけど

血は争えないなって感じました[:ぴかぴか:]

そうそう、やっとｱﾝｱﾝ買いましたよ。

もうﾒﾝﾊﾞｰのﾋﾞｽﾞのよさにめまいがしてしまいました[:ときめき:]
やっぱりｦﾀ誌と違って衣装とかすごくｶｯｺｲｲし、

写真もこだわって撮ってるなぁってのがわかって

すごく嬉しかったです。

もう特に忠義と亮ﾁｬﾝ???
最高です[:グッド:]
で、まぁ中身もﾊﾟﾗﾊﾟﾗっと読んだわけですよ。

で、忠義さんの人を不愉快にさせない発言はなかなか

言えることじゃないなって思いました。

人間生きていればあう人あわない人いるわけで



そこで些細なことで人を不愉快にさせてしまうことって

あると思うんですよ。

まひるなんてﾎﾝﾄまだまだ未熟なので

多分にあると思うんですけど

でもそこをひとつひとつ反省しながら人って成長して

いくんじゃないかなぁって思います。

もちろん忠義のような生き方が出来たら最高だと思うんですけど

仲良しの空（＠章大）でさえ過去２回ぶつかってますからね。

だからまひるは常に壁にぶつかりながら成長して

いける人になりたいなって思います。

忠義と生き方は違うけどでも少しでも忠義と心が近づけたらいいな

って思います。

忠義がこうだから忠義にあわせるんじゃなくて

あたしにはあたしの考え、意見があって

その中でどう忠義とうまく付き合っていくかですよね。

（↑そんな心配全然いらないんですけど[:パー:]
あたしは自分の気持ちとか押し殺したくないんで。

でも押し殺すと譲るのではだいぶ違うと思います。

相手の気持ち考えて相手の気持ちに身をゆだねることも

時には必要だと思います。

とまぁ、まひるのｱﾝｱﾝの感想はこんな感じです[:ハート:]
なんか話が堅くなってしまってｺﾞﾒﾝなさい。

あ。そだ。報告しますねー[:ハート:]
今日、山梨の[:チケット:]届きました[:ハート:]
(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝなことに
２階席でした[:悲しい:]
でも前の方だったし、松竹並みの会場の狭さらしいので

たぶん２階でもﾓｰﾏﾝﾀｲ[:てれちゃう:]
それにｴｲﾄが見れるだけで嬉しいし。

やっぱり第一希望が当たってしまったので

運を使い果たしてしまったようです[:悲しい:]
まだ空名義の[:チケット:]の確認が出来てないので
ﾄﾞｷﾄﾞｷ[:ラブ:]なんですけど[:パー:]
でもこれでｴｲﾄにﾎﾝﾄに逢えるんだなぁって思ったら

もう楽しみで楽しみで[:てれちゃう:]



なんか帰ってきてからずっと[:チケット:]眺めてます[:ハート:]
でもｸﾞｯｽﾞがいくらぐらいになるか計算したら

１万円超えててﾋﾞｯｸﾘしますた[:悲しい:]
まひるはお給料の半分ぐらいを[:家:]に納めているので
自由になる[:お金:]ってﾎﾝﾄわずかなんですよ。
だからわずかな中でやりくりしなくちゃならなくて

たぶん全然普通の高校生とか大学生とかの方が

自由になる[:お金:]多いんじゃないかなぁなんて思います。
裏山ｼｽです[:悲しい:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからﾄﾞｿﾞ。

今月いっぱいまでのUPとなりますので
まだの方はぜひ目を通していってくださいねー[:ハート:]

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださいねー[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.25 Mon あなたに出会えたことがあたしのすべて。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾒﾛﾒﾛのたっくん。がﾐﾂﾊﾞﾁみたくなりました[:ハート:]
(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲです。（溺愛
まだ成長するのかな???
なんかこの先が楽しみです[:ハート:]

今日、急に光一くんの顔が見たくなって堂兄を見てたら

VTRでちょっとだけｴｲﾄが出た時の映像が映ってました[:ハート:]
ちなみにおばﾛｸ歌ってましたよ[:ハート:]
いやぁ、たまには見てみるものだね[:チョキ:]
そう、最近つよさんよりも光一くんの方がちょっとだけ好きかも

とか思ってるんですけど[:パー:]
前は断然つよさん派だったんですけど

最近光一さんのｾｸｼｰさにﾔﾗﾚてます[:ときめき:]
でもつよさんも好きなんだぁー!!!!
ｷﾝｷってﾎﾝﾄどっちも好きでどっちか片方なんて選べないぐらい

ｽﾃｷなんだよなぁ[:ハート:]
あたしとｷﾝｷの出会いは「人間失格」でした。

いや、たぶんその前から存在は知ってたと思うんだけど

あのﾄﾞﾗﾏの衝撃にΣΣ(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!ってﾔﾗﾚました。
それよりちょっと前に大切な人を亡くしたと話をしたことが

あると思うのですがその人がつよさんにすごく似てたんです[:悲しい:]
だからその人とつよさんがﾀﾞﾌﾞって見えて

それで余計に衝撃が強かったんだと思います。

あと光一くんの繊細さもあのﾄﾞﾗﾏの見所だったと思います。

とにかくまひるには衝撃でした。

あ。今日、仕事終わってから友達と[:ディナー:]食べてきました。
なんか最近あたし、仕事調子いいみたいですよ[:ハート:](笑
結局あたしだけ面談もなく注意されることもなく



むしろ期待されてるんだなぁって言うのを感じます。

それはそれで嬉しいことなんですけど

結構ﾌﾟﾚｯｼｬｰなんですよね[:たらーっ:]
でもあたし褒められると伸びるﾀｲﾌﾟの甘えた人間なので

それをﾊﾞﾈに頑張りたいと思います[:ぴかぴか:]
でもやっぱり仕事の愚痴とかもあるわけで[:たらーっ:]
友達とはそんな話をしながら[:ディナー:]食べました。

あ。あたし、最近飲みたいお酒があるんですよ[:ハート:]
それは「ﾏｯｺﾘ」です[:ハート:]
韓国では当たり前に飲まれてるお酒なんですけど

なんか写真とかで見ても美味しそうで[:てれちゃう:]
山梨にも韓国料理屋さんとかないのかなぁ???
ちょっと探してみますか???
あと[:家:]の近くに沖縄居酒屋さんがあるんですけど
そこにも行ってみたいんですよねー[:てれちゃう:]
結構人気のお店みたいで。

なんか友達が行ったことあるらしくて

聞いたら働いてる人も沖縄出身の人が多いらしいです[:揺れるハート:]
とますます興味津々[:びっくり:]

何気に４７ﾂｱｰも福井、京都まで終わりましたね[:ぴかぴか:]
お疲れ様です[:てれちゃう:]
何気あたしあんまりﾂｱｰのこと触れてないじゃないですか???
実は全くﾚﾎﾟを漁ってないんですよ[:パー:](笑
なんか知りたいって気持ちもあるんですが

きっとその場に居たかったとﾔｷﾓｷしてしまうので

ﾚﾎﾟが漁れないんですよ。

でも福井ではﾚｺﾒﾝでの予告通り忠義VerのWONDER BOYがあったそうで。
見たかった

ﾏｼﾞﾒにｼｮｯｸ衝撃なんですけど[:パー:]
立ち直れない

なんか山梨でもｽﾍﾟｻﾙな出来事が起きたらいいなぁと

日々願ってます[:ぴかぴか:]
なんかﾎﾝﾄｴｲﾄってｻｰﾋﾞｽ精神旺盛だからいつ何が起こるかわからないのが



ﾗｲﾌﾞ!!!!![:パー:]
ﾎﾝﾄ自分達で楽しんでやってるんだなぁって気持ちが伝わってくるし、

だから見てるこっちもすごく楽しいし。

元気がいっぱいもらえちゃいます[:ハート:]
そんなｴｲﾄがｽﾃｷだと思います。

今、特に博貴がもうすぐﾌﾟﾚｿﾞﾝが始まるので

ｴｲﾄﾒﾝも内心はﾄﾞｷﾄﾞｷだと思うんですよ。

でも博貴を信じてるからこそどうどうとﾗｲﾌﾞを

やってこれてるんだと思います。

博貴が戻ってくることを信じて。

博貴が戻ってくるまでに最高のｽﾃｰｼﾞを作り上げる。

まひるはそう信じてます。

８→１

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからﾄﾞｿﾞ。

今月いっぱいまでのUPとなってますので
まだの方はぜひぜひ目を通していってくださいねー

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

たくさんのｺﾒﾝﾄありがとうございます。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださいねーん[:揺れるハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.25 Mon 何気ない日常。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ昨日の夜中変えたっちゃ[:ハート:]
何気ﾋﾟﾝｸﾃﾝﾌﾟﾚなのはもうすぐﾌﾟﾚｿﾞﾝで

博貴が復帰するからです[:ハート:]
なのでおめでとう博貴ｶﾗｰなのです[:ハート:]
しかも壁紙が気に入らなくて

今日、仕事に行く前に作り直したし[:パー:]
しかも今日になってからｺﾒﾝﾄ入れれば良かったと

思った[:悲しい:]
でももう作り直す気力がないので

おめでとうｺﾒﾝﾄはｴｲﾄに戻ってきた時で[:ハート:]
ｱﾊﾞｳﾄ先生でｺﾞﾒﾝなさい[:悲しい:]

つーか今日ﾀﾞｯｼｭ[:GO!:]で帰ってきたら
４５分ぐらいからﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ大作戦見れたのね[:ぴかぴか:]
ﾏｼﾞもうﾀﾞﾒかと思ったよー[:悲しい:]
そしたら最後の最後でって感じで今までのもどかしさが

全部解決した[:GO!:]
でもふじっきーはいい人過ぎると思う。(笑
でもやっかしｹﾝｿﾞｰだよね[:揺れるハート:]
あと残すところは花ﾊﾟﾊﾟとなりました[:ぴかぴか:]
明日楽しみだね[:てれちゃう:]
ﾊｯﾋﾟｰｴﾝﾄﾞで終わると気分良いのでぜひぜひﾊｯﾋﾟｰｴﾝﾄﾞで

終わらせて欲しいものですね。

なんか最近１週間がﾎﾝﾄ早くて[:GO!:]
たぶん休みに何もしないで爆睡してるからだと思うんだけど[:パー:](笑
明後日は仕事終わってからﾐｰﾃｨﾝｸﾞがあるの。

２時間ぐらいで終わる予定らしいけど。

久々のﾐｰﾃｨﾝｸﾞだからなんかﾄﾞｷﾄﾞｷ[:ラブ:]



明日は[:病院:]もないし、ゆっくり昼頃起きて
[:メール:]の返事返したりしようかなぁって思ってます[:ぴかぴか:]
今日、何気に４時に寝たのに９時起きだったし[:眠たい:]
最近意味もなく早起きだったりするし[:悲しい:]
で、早く起きないとならない日に起きれなかったりするんだよなぁ[:悲しい:]
Σ(ﾟДﾟ；≡；ﾟдﾟ)

えぇ。えぇ。

昨日から光一くんのｱﾙﾊﾞﾑ聴いてます寄って煮。

胸ｷｭﾝ[:揺れるハート:]です。
(*´д`)ｱﾊｧ。

もう最近部屋に[:CD:]を置くｽﾍﾟｰｽがないので
床に平積みなんですけど

なんか来年ぐらいにﾘﾌｫｰﾑをするらしいので

[:CD:]の棚も作ってもらおうかなぁと思ってます。
ﾏｼﾞ、棚に１５００枚ぐらい入ってるんだけど

押入れにも１５００枚ぐらい入ってて

床に平積みになってるやつが胸ぐらいまでの高さまで

積んだとしてそれが５つぐらいあります[:悲しい:]（ﾁｰﾝ
どんだけｦﾀｸなんだ???あたし[:パー:]

はぁ。ｱﾝｱﾝでも見ながら寝ますか[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰｰからﾄﾞｿﾞ。

今月いっぱいのUPとなりますので
まだの方はぜしぜし目を通していってくださいねー[:ハート:]

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]



2007.06.26 Tue 大倉忠義があたしの未来への希望。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日はおじいちゃんの[:病院:]に行って
洗濯物とか取りに行ってお洗濯してまた[:病院:]の方に
持っていきました[:ぴかぴか:]
もうおじいちゃんは痴呆で何もわからないし、

体調もおもわしくなかったりするんだ。

だから[:病院:]に行っても話も出来ないし、
何も出来ることなんてないんだけど

それでも[:病院:]に行くとほっとする。
おじいちゃんの寝てる顔を見るとほっとする。

元気な時、おじいちゃんはすごくあたしに優しかった。

だからあたしに出来ることと言ったら

着替えを洗濯したり顔見に行ったりぐらいしか

出来ないけど精一杯のことをしてあげたいと思う。

そんなわけで今日は特にお昼寝もしてないので眠いんですけど[:眠たい:]
もうむちゃ∞ﾌﾞﾘまで起きていられるのか
わかりませんがとりあえずﾌﾞﾛｸﾞ更新[:ハート:]
何気朝４時過ぎですからね。寝たの[:悲しい:]
それで１０時に起きて活動始めてます[:GO!:]

あ。さっき花ﾊﾟﾊﾟ最終回見ました[:ハート:]
ﾏｼﾞ号泣したのはあたしだけですか???[:パー:]
ずんのすけさんのﾁｯｽｼｰﾝに動じなかったあたしは

やっぱり身も心もすでにすっかり大倉担なのですね[:たらーっ:]
昔だったら絶対ΣΣ(ﾟдﾟlll)ｶﾞｶﾞｰﾝ!!ってなってたと思うもん。(笑
なんかﾎﾝﾄすっかりずんのすけさんも[:テレビジョン:]の向こうの人に
なってしまってた感じがします。

何気KAT-TUNｺﾝに行かなくなってから２年が過ぎました[:悲しい:]
あの頃はまだずんのすけさんも身近に感じれる人だったのになぁ[:てれちゃう:]



ずんのすけさんの暖かい笑いが好きでした[:ハート:]
仁ﾁｬﾝの伸びのある歌声が好きでした[:ハート:]
今はすっかり大倉忠義さんに心を奪われてしまって

２人のことを考える時間もほとんどなくなって

しまったけどあたしにとってずんのすけさんも仁ﾁｬﾝも

大切な思い出です。

２人を好きだったことは一生忘れない。

またいつかKAT-TUNｺﾝに行けたらいいなって思ってます。

今、大倉担であたしは幸せです。

こんなに長い間同じ人を好きでいたことはあまりありません。

まひるの性格からしてすごく熱しやすく冷めやすいからです。

でも忠義を好きになってから

時には悲しい思いや苦しい思いもしてきたけど

大好きなんです[:ハート:]
どんな身近な男子よりも大好きなんです[:ハート:]
忠義の発言に一喜一憂してしまう自分がいるけど

そんな自分が嫌いではありません。

忠義を好きという気持ちが全く衰えを知らないのです。

すごくすごく大好きで

忠義からいつも元気をわけてもらってばかりだけど

少しづつでも何かの形で返すことが出来たらいいなって思います。

なんか今日、久々にｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰを捲ったんですね。

そこにヒナﾁｬﾝと忠義の笑顔があったんですけど

それ見た瞬間胸がｷｭｰﾝ[:揺れるハート:]ってなってしまって
あぁ、あたしはやっぱりこの人達のことが大好きなんだって

改めて実感しました。

すごく癒されるんですよね。

ありがとう。忠義。

あたしはやっぱりあなたのことが大好きです[:ハート:]
忠義が元ｶﾉのことを思っていてもいい。

今ｶﾉがいたとしたらそれでもいい。

彼女がいるとかいないとかそんなことはあたしには問題ないんです。

なぜならあたしが忠義を好きな気持ちに偽りがないからです。

あたしが忠義を一方的に好きなんだもん。

それは変えられない事実なわけで。



今、忠義が幸せならそれでいいんです。

忠義の幸せがあたしの幸せだから[:ぴかぴか:]

今日はあたしの元担さんの誕生日です。

名前を出していいのかどうかわからないけど

一哉、２５歳おめでとう!!!!
今頃何して過ごしているのかなぁ???
一哉の２５歳がHAPPYでありますように。
一哉の笑顔があたしの宝物でした。

ありがとう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからﾄﾞｿﾞ。

今月いっぱいまでのUPとなりますので
まだの方はぜしぜし目を通していってくださいねー[:てれちゃう:]

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.27 Wed (　ﾟдﾟ)ﾎｽｨ…。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞが終わって即効帰ってきて

[:家:]で[:ディナー:]食べました[:ハート:]
ちなみに今日は冷やし中華でした[:ハート:]
なんかﾐｰﾃｨﾝｸﾞ中に烏龍茶ｸﾞﾋﾞｸﾞﾋﾞ飲みすぎたので

お腹がﾀﾎﾟﾀﾎﾟで苦しいです[:悲しい:]

昨日、結局むちゃ∞ﾌﾞﾘ見たんだよね。(笑
でも眠くてﾎﾞｹﾎﾞｹ見てた[:悲しい:]
せっかくの忠義ﾛｹだったにも関わらず

ぼんやり見てました[:汗:]
しょこたんのｦﾀｸぶりには笑ったけど

あたしもあのｷﾗｷﾗのﾇﾝﾁｬｸが欲しい[:ハート:]
２００万[:ハート:]
ｷﾞｻﾞ(　ﾟдﾟ)ﾎｽｨ…。（笑
いや、ﾇﾝﾁｬｸなんてやったことないけどね[:悲しい:]
でもｽﾜﾛﾌのﾇﾝﾁｬｸが(　ﾟдﾟ)ﾎｽｨ…。
なんか今回のﾛｹ、忠義もヨコも特に何もしてない感じで

あんまり面白くなかった[:悲しい:]
ヨコがﾇﾝﾁｬｸ振り回して頭にﾎﾞｺって当てたのは

笑ったけど。(笑
やっかし横山裕だよ[:パー:]って思ったのはまひるだけですか???
まぁ、そんな感じで[:パー:]（笑

そろそろ前髪切ろうかなぁとか思ってて

自分で切ろうか美容院に行って切ろうか迷ってまふ[:猫2:]
今ちょうど目にかかる長さで

ちょっと気になります[:たらーっ:]
山梨公演までに切ろうー[:ハート:]
ﾃﾞﾍﾍ。



|Д｀)ジー

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからﾄﾞｿﾞ。

今月いっぱいまでのUPとなりますので
まだの方はぜひぜひ目を通していってくださいねー[:ハート:]

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.06.28 Thu 忠義と以心伝心。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

１回書いたら消えました。(ﾁｰﾝ
なのですでにやる気ないんですけど[:パー:]
いや、今日は最初からやる気なかったんですけど[:パー:]

何???何???
忠義のﾚﾝｼﾞｬｰ の

う○ちって!!!!!（笑
あたしが空（＠章大）に「お尻の穴からおこんにちわ」とか

[:メール:]してる間に!!!!!
ただﾁｬﾝと以心伝心じゃないでつか???[:パー:]
ﾔﾊﾞｲ。ﾚﾍﾞﾙがただﾁｬﾝﾚﾍﾞﾙなんだ???あたし。
嬉しいやら悲しいやら[:悲しい:]

つーかつーかあたしは知らなかったよ[:悲しい:]
仕事人の番宣を深夜にやってるなんて[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
ただﾁｬﾝがー!!!!!
だからまひるたん、爪が甘いって言われるのよ。

言われたことないけど[:パー:]（ﾎﾞｿ
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
立ち直れないよー。

今日はふて寝してやるぅー[:眠たい:]
ｿｯｸﾐｰ。

ΣΣ(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!

そうそう、ｳｨﾙｺﾑの電話代をいつまで払ったかわからなくなってしまって

電話がとっくに停まってるものだと思ってたのね。

それで充電もせずに１ヶ月ぐらい放置してたの。（笑



それで今日充電だけはしようと思って充電したら

普通に繋がるし[:パー:]
あたしちゃんと[:お金:]払ってたみたいです[:ぴかぴか:]
しかも相変わらず自分のｺﾑ番(´ー｀)ﾁﾗﾈｰﾖ。
いい加減覚えろよって話でしょ???
どんだけｺﾑに愛情ないんでしょ。

何気に忠義ｶﾗｰなのに。(笑
↑そこは関係ないだろ[:パー:]
↑関係ありあり[:パー:]

あ。そういえば話戻るんだけど

ﾚﾝｼﾞｬｰのﾘﾇｶｯｺｲｲね[:ハート:]
まだ忠義のﾍﾟｰｼﾞしか見てないんだけど

なんか前よりいい感じ[:ハート:]
でもﾛｺﾞは１番最初のｼﾙｴｯﾄのやつが１番好き[:ハート:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果&お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからﾄﾞｿﾞ。

今月いっぱいまでのUPとなりますので
まだの方はぜしぜし目を通していってくださいねー[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]



2007.06.29 Fri １日も早く逢いたくて。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

眠いです[:眠たい:]
今日６時起きでもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞのｺﾒﾚｽをやって

仕事に行ったので。

しかも寝たのまた３時とか[:悲しい:]
なので今日はこれ書き終わってお風呂入ったら

寝ようと思ってます[:眠たい:]
早すぎですか???[:パー:]

つーか今日、給料日だったからついつい月末だと思って

BiDaNを探してしまった[:悲しい:]
明日発売じゃんよー[:悲しい:]
軽く凹んだ[:悲しい:]
しーかーもー。

kindai、ﾉｰﾁｪｯｸなんですけどやっぱりﾁｪｯｸした方がいい???
（↑誰に聞いてるのん???
一応毎月買ってるんですけどねぇ。

どうして今回だけﾉｰﾁｪｯｸだったんでしょ???
また来週本屋行ってこよ[:ぴかぴか:]
あ。「style」買った[:ハート:]
また出た!!!!!「年下の男の子」特集。
なんか最近忠義、このﾎﾟｼﾞｼｮﾝお得意になってきたよね。

しかも花沢類やLと一緒。(笑
すっげ。

笑顔がｶﾜﾕｽ[:ハート:]
誰よりも１番かっこよかったよ[:揺れるハート:]（溺愛

つーか唇の中側が切れて痛いんですけど[:パー:]
上唇の中側。

そんなとこﾘｯﾌﾟも届かないとこだから



どうしましょ???
自然治癒を待つしかないなぁ。

最悪だ[:悲しい:]
うーわ。唇の切れてる女の子なんてただﾁｬﾝもﾄﾞﾝ引きだね[:悲しい:]
ちなみにどうして切れるのかというと

ﾊｳｽﾀﾞｽﾄと動物表皮のｱﾚﾙｷﾞｰなんだよね[:悲しい:]
それで切れちゃうんだけど[:悲しい:]
こんなの治るのかよー[:悲しい:]
また[:病院:]行った方がいいのかなぁ。
あぁぁぁぁぁぁあ。

山梨公演までに治さなくちゃ[:悲しい:]
ひどい時だと口紅塗った瞬間にｶﾞﾋﾞｶﾞﾋﾞってなっちゃうから

化粧も出来ないの。

山梨公演までに口紅は塗れるようになりたいから

しばらくは口紅やめてﾘｯﾌﾟだけ塗っておこ。

来週[:病院:]もいこ。
もうｴｲﾄｺﾝ前に再発するなんてー!!!!!
最近調子良かったのにー。

((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
あぁ。今から部屋の掃除します[:パー:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

大倉忠義誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果＆お祝いｺﾒﾝﾄUP中!!!!
右側のﾊﾞﾅｰからﾄﾞｿﾞ。

今月いっぱいまでのUPとなりますので
まだの方はぜしぜし目を通していってくださいねー[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]



2007.07.01 Sun ８人目のﾒﾝﾊﾞｰ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾏｼﾞ足腰ﾊﾟﾝﾊﾟﾝ[:悲しい:]
帰ってきてすぐ着替えてﾍﾞｯﾄﾞにｺﾞﾛﾝﾁｮしたもん[:悲しい:]
腰が痛くて床になんて座れないって[:パー:]
まぁ、今は床に座ってるんですけど[:パー:]（笑
昨日とか帰ってきて即寝[:眠たい:]
あ。でも仕事人のｽﾍﾟｻﾙはちょっと見た[:ハート:]
ﾔﾊﾞｲ。源太ｷﾞｻﾞ萌えｽ[:揺れるハート:]
もう子供達と戯れてる姿に涙[:悲しい:]
なんか別にそれが悲しいわけじゃないんだけど

そうゆう純粋な青年が仕事人になる決意をする

出来事があったってゆーのが想像しただけで

泣けるんだって[:パー:][:悲しい:]
松岡くんはあのﾂﾞﾗどうにかならないかなぁって。(笑
↑それが感想か???[:パー:]
そんなわけで来週が楽しみなんですけども[:ハート:]
あ。明日試写会ですね[:ハート:]
行く方は一足先に源太ﾁｬﾝを堪能してきてくださいねー[:ときめき:]

あ。忠義の誕生日ｱﾝｹｰﾄ結果のﾊﾞﾅｰ外しました。

一応６月いっぱいまでのUPということで
ご協力いただいたみなさまありがとうございました[:てれちゃう:]
なんか外す前にもう１度読み返したんだけど

やっぱりすごく忠義ってたくさんの人に

思われてるんだなぁって改めて実感しました。

そんな忠義を応援できることが幸せだと思います[:ぴかぴか:]
また何か企画を考えたいと思います。

今日、Kﾁｬﾝが仕事休んだのね。
Kﾁｬﾝはﾊﾞｲﾄなんだけど金曜日ぐらいから



休ませてくれってMさんに頼んでたらしいのね。
それでMさんがいいよって言っちゃったみたいで
そしたらそのことで店長とMさんがﾊﾞﾄﾙ。
店長がKちゃんのこと甘やかすなって言ってキレてて。
まぁ、そのぐらい自分のｼﾌﾄの入ってる日に休みを

もらうのが難しいのがまひるの仕事なのです[:悲しい:]
まぁ、忠義とかの仕事に比べたら全然なんてことないことなんですけど。

忠義とかの仕事は代わりがきく仕事じゃないから

ﾎﾝﾄに大変だなぁって思います。

最近ではまひるのﾎﾟｼﾞｼｮﾝも代わりのきかない

ﾎﾟｼﾞｼｮﾝになってるので休むのも一苦労です。

それだけやりがいのある仕事って言えるけど。

うーん。でもそう考えるとやっぱりﾀﾚﾝﾄさんって

半端な気持ちじゃ出来ない仕事なんだなぁって思います。

事務所だって誰でも入れるわけじゃないし、

入ったからって仕事がもらえるかもわからないし。

人気や努力だけじゃ生きていけない仕事なんだなぁって思います。

やっぱりﾀｲﾐﾝｸﾞとかもあるし、

いろんなことが重なりあってそれでｴｲﾄが結成されて。

もしかして忠義が２度目のﾁｬﾝｽを掴んでなかったら

８人目のﾒﾝﾊﾞｰは忠義じゃなかったと思うし。

そう考えると運とかも必要なんだなぁって思うし。

そしたらあたしはやっかしべてらん担ですかねぇ???(笑
なんか微妙に想像できるとこが怖い。

((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 。



2007.07.02 Mon ﾈﾀなしのわりに書いたな。(笑

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日特にﾈﾀもないんですけど[:パー:]
明日[:病院:]が午前中か午後のどっちかがお休みで
それ確認してないから明日朝一で起きて確認とって

午前中に行くか午後行くか決めて

BiDaNとDVD買いに行ったり[:郵便局:]行ったり用事済ませないと
この時期は梅雨だからすぐ[:あめ:]降ってきて
用事済ませられなかったりするからねー[:悲しい:]
幸いにも明日[:くもり:]みたいだし。
あたし、結構天気に恵まれてるんですよ[:ぴかぴか:]
空たむ（＠章大）が雨女らしいんですけど[:パー:]（笑
あ。でも大阪に行くと[:あめ:]に降られる[:悲しい:]
まひる、大阪に歓迎されてないのかなぁ[:悲しい:]
しかも大阪の水が髪質にあわないので

ただﾁｬﾝと結婚した際には毎日山梨からお水を

輸送してもらわないと[:てれちゃう:](笑
そんな[:お金:]のかかる嫁はいらねーって???(笑
だってだって

もういつも天ﾊﾟｸﾘｸﾘでただﾁｬﾝに会ってるあたしって何???[:パー:]
このｱｳｪｲ感。（笑

山梨公演、天気良かったらいいなぁ[:ハート:]
髪の毛ｻﾗｯｻｯﾗで逢いたいです[:ハート:]
今回はﾎｰﾑですからね[:ハート:]
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ良く会いたいじゃないですか???
まぁ、その結果報告はﾌﾞﾛｸﾞでやりますんで。(笑
まひるがｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ良く忠義に会えるかどうかは

お楽しみってことで[:ぴかぴか:]

昨日寝たの４時とかだったのに

起きたの９時だったよ[:悲しい:]
最近無駄に早起きなんだよねー[:悲しい:]



なのでｼｬﾜｰして仕事行ってきました[:ぴかぴか:]
昔は絶対朝ｼｬﾝ派だったんだけど

最近は夜ｼｬﾜｰしますね。

最近は朝ゆっくり寝ていたいので夜ｼｬﾜｰします。

あと忠義に会う時も朝ｼｬﾝします。(笑
だってほら。

あれじゃないですか???(笑
何が起きるかわからないじゃないですか???[:パー:]
（↑何も起きねーよ[:パー:]
まぁ、それは冗談なんですけど

でも髪の毛をちゃんとｾｯﾄしたいので

朝ｼｬﾝするだけのことです[:てれちゃう:]
こうゆうこと書くからｷﾓｲとか言われるんだべ???(笑
ｷﾓｲのは事実なので否定しませんけど[:パー:]
あたしいつからこのｷｬﾗなんだろうか???
ﾔﾌﾟﾛｸﾞの頃からこのｷｬﾗだった???
誰かﾔﾌﾟﾛｸﾞからまひるのこと知ってる人教えてください。（切実[:パー:]

なんかでもﾌﾞﾛｸﾞって難しいよね。

自分のﾌﾞﾛｸﾞなんだから好きなこと書きたいって思うけど

でも不特定多数の人に見られるわけじゃないですか???
だから自分の書いたことが人を傷つけることだってあるし、

不愉快に思う人もいるわけで。

だからひっそりこっそりやりたいって気持ちもあるし、

たくさんの人に見てもらいたいって気持ちもあるし。

まぁ、そんな理由からまひるはJUGEMさん以外でも
ﾌﾞﾛｸﾞ書いてるんですけど

それは名前も違うし、あんまり更新してなかったりもするし

ﾎﾝﾄにひっそりこっそりｻｲﾄなんですけど[:パー:]（笑
ﾎﾝﾄに韓国ﾈﾀしか書いてないﾌﾞﾛｸﾞもやってるし。

とにかく書くことが好きなので[:パー:]
そのわりにmixi放置してますけど[:パー:]

短いけどほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担さんもщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 
今週中にｺﾒﾚｽやりますねー[:ハート:]
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2007.07.03 Tue ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

[:病院:]行って帰りに本屋に寄ったんだけど
kindaiが見つからなくて[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
なのでとりあえずBiDaNとKansai Walkerを買ってきますた[:ぴかぴか:]
Y&Jの継続の振込みもしてきたし、
[:郵便局:]も行ってきたし、DVDも買ってきたし。
あとはkindaiを見つければｸﾞｰ[:グッド:]

で、今日[:病院:]に行く時に曇ってたから日焼け止め
塗らないで行ったのね。

そしたら帰りにすっごい晴れてて

まんまと日焼けしました[:悲しい:]
でも忠義はちょっと焼けてる女の子が好きだと言ってたので

まぁ、いいかと思いつつも

やっぱりしみになるからｼｮｯｸﾐｰです[:悲しい:]
ただﾁｬﾝ、ｺﾞﾒﾝね。

あたしは日焼け娘にはなれないよ[:悲しい:]
それでなくてもしみになりやすい肌してるのに。

ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
あたし、色が白くてｿﾊﾞｶｽｯｺなんですよ[:パー:]
だから金ﾊﾟにした時は外人の子供みたいって言われてました。

まぁ、ヨコ程は白くないと思うんですけど[:パー:]（笑

つーか少ｸﾗが録画失敗してて[:悲しい:]
さっき見ようかと思ったら仕事人ｽﾍﾟｻﾙが最後に入ってて[:悲しい:]
もうすごいｼｮｯｸなんですけど。

ΣΣ(ﾟдﾟlll)ｶﾞｶﾞｰﾝ!!ってなったもん[:悲しい:]



ｩﾜｧ─·ﾟ·(ﾟ｀Д´ﾟ)·ﾟ·─ｧｧﾝ!!

凹んだ。

ﾏｼﾞで凹んだ。

つーか眠いです[:眠たい:]
今日、朝５時半ぐらいまで起きてて１０時まで寝てて

それから[:病院:]に行ったのでちょっとしか寝てないんだよね。
大概、火曜日は寝不足でむちゃ∞ﾌﾞﾘまで起きてるのが
しんどいんです[:悲しい:]
次の日休みの時はなるべく薬を減らして飲むように

してるからなんだけど

今日はﾄﾞﾗﾏが面白そうなので頑張って起きてたいと思います。

１番しんどいのは２３時からむちゃ∞ﾌﾞﾘが
始まるまで。

もう目がｼﾊﾞｼﾊﾞしてしょうがないもん[:悲しい:]
もう今日はすでに目がｼﾊﾞｼﾊﾞしてるけど[:悲しい:]
今日はむちゃ∞ﾌﾞﾘが終わったら即効寝よ[:眠たい:]

なんか[:パソコン:]のｻｲﾄﾞに飽き足らず上部分までも
忠義のｼｰﾙ貼ったら暑苦しくなりました[:悲しい:]
もっそいｦﾀﾊﾟｿです[:ハート:]
気に入ってるので後数年は使いたいです[:ぴかぴか:]
何気に忠義のｼｰﾙが貼ってある[:パソコン:]を捨てたくないし[:パー:]
でもね、ぶっちゃけもう今の[:パソコン:]だと薄い色が
見にくくて白とあんまり区別がつかないんだよね[:悲しい:]
だから自然とﾃﾝﾌﾟﾚも濃い色中心になっちゃってるんだよね[:悲しい:]
そんなわけで限界も近い[:パソコン:]です[:悲しい:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ
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2007.07.04 Wed JIN AKANISHI 23th!!!!

HAPPY BIRTHDAY
JIN AKANISHI
23th!!!!

仁ﾁｬﾝ、２３歳の誕生日おめでとう!!!!
仁担か大倉担かを選ぶ時に忠義を選ぶと

当時は大阪まで行かないと会えないという理由で

仁担になった最低女だったけど

でも仁担だった２年間は嫉妬しながらも

楽しかった[:ハート:]
いろんな女系の噂が絶えなくていつも嫉妬していたような

気がする。

それでも仁ﾁｬﾝの歌声を聴くと自然にそんなこと

関係ないやって思わせてくれることが出来た。

仁ﾁｬﾝに助けてもらったことたくさんあるし、

あたしは少なくとも仁担を経て大倉担になったことは

遠回りだったけど良かったと思ってる。

そんな仁ﾁｬﾝが２３歳。

仁ﾁｬﾝは事務所に入った当初から応援していたので

そんな仁ﾁｬﾝが２３歳ってなんか不思議な気もするけど

でも仁ﾁｬﾝには幸せになって欲しいと思える中の１人で

ｼｬｲな仁ﾁｬﾝが大好きだった。

仁担だったあたしは幸せでした。

ありがとう仁ﾁｬﾝ。

そしておかえり仁ﾁｬﾝ。

これからも仁ﾁｬﾝの元にたくさんの

幸せが溢れますように。

２３歳の仁ﾁｬﾝがHAPPYでありますように。



2007.7.4 福原まひる

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

今週中に出来たらやりますねー[:ハート:]
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2007.07.05 Thu 仁ﾁｬﾝの分も愛したい。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

日付詐称で仁ﾁｬﾝの誕生日お祝いｺﾒ書きました[:ハート:]
帰ってきたのが２２時だったんだけど

その時に仁ﾁｬﾝの誕生日だって気づいたんだけど

明日書けばいいかーと思ってﾍﾞｯﾄﾞの中に

入ったものの眠れず[:悲しい:]
結局書くことに。(笑

仁担だった時ってまひるの気持ちが１番中途半端な時だったんだよね。

だからすごく仁ﾁｬﾝには申し訳ないと思ってます。

仁担だった当時は必死だった気がするんだけど

今までの自担の中でも１番遠い存在だったし、

大倉担の今だから言えるんだけど

愛が薄かったと思います[:悲しい:]
でも嫌いだったわけでもなく大好きでした[:ハート:]
でも今みたく深いところまで考えてもなかったし、

すごく安易だったと思う。

だから今、すごく忠義に愛を注ぎたいと思うし、

もう後悔はしたくないから

思いっきり応援したいなって思います。

仁ﾁｬﾝを愛し切れなかった分を

忠義を愛したい[:ハート:]
でも仁ﾁｬﾝの歌に励まされたことはﾎﾝﾄだし、

まひるは幸せでした[:ぴかぴか:]
今はﾎﾝﾄその何十倍も幸せなんだけどね[:ハート:]
そんな今があるのは仁ﾁｬﾝのおかげだと思ってるし、

たくさんの愛をくれる忠義のおかげだと思う。

だからまひるの中でKAT-TUNって今でも特別な存在だし、
ｴｲﾄの次に好きなｸﾞﾙｰﾌﾟ。

かっこつけしいなとこがあるｸﾞﾙｰﾌﾟだけど

でもそれが全然嫌味じゃなくて自然ですごく好きです[:ハート:]



でもまひるはやっぱりｴｲﾄのお笑い部分が１番好き[:ハート:]
関西人の温かさとかも好きだし[:ハート:]
とにかく今は大倉忠義さんが大切。

忠義からはすごく暖かい気持ちをもらってる。

ありがとう、忠義。

すごく忠義には感謝しています。

ｴｲﾄﾒﾝにも感謝しています。

ありがとう。

今こうしてまひるが穏やかな気持ちでいられるのも

ｴｲﾄﾒﾝのおかげだと思うしね。

もちろん仁ﾁｬﾝのおかげでもあるけど。

あたしは仁ﾁｬﾝから卒業したけど

でも今でも心の片隅に仁ﾁｬﾝのことは大切にしてるから。

ありがとう、仁ﾁｬﾝ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽ後でやりますねー。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。
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2007.07.05 Thu ★ｺﾒﾚｽ★

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

そしていつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

すごく励みになります。

初めましての方もﾎﾝﾄにありがとうございます。

これからもこのﾌﾞﾛｸﾞをﾖﾛｼｸお願いします。

ｺﾒﾚｽ

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

陽菜（＠章大）

みおり（＠忠義）

桃ﾁｬﾝ（＠祐也）

羅夢さん（＠忠義）

栞（＠すばる）

海ﾁｬﾝ（＠∞）
大倉らぷさん（＠忠義）

あこさん（＠章大）

竜奈さん（＠竜也）

みおり（＠忠義）

ゆいさん（＠忠義）

朴允貞さん

みずき（＠章大）

ありささん（＠忠義）

ももよさん

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

かこさん（＠忠義）

えみさん（＠忠義）

ゆぅさん（＠忠義）

友さん（＠忠義）

ひぃさん（＠博貴）

ゆか（＠忠義）

りぃさん（＠忠義）

るぅんさん（＠忠義）



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。 ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）
勇者のﾏﾝﾄ翻して踊る姿はﾏｼﾞでｶｯｺｲｲよね♥

ｸﾞﾙｽ派かぁ。(笑
ｸﾞﾙｽはおむつしてるみたいで結構見てて

照れくさい。(笑
ﾄﾆｰの１番最初１人で行く時に姿がｶｯｺｲｲ♥

福井、忠義のWONDER BOY見れたんでしょ???
約束どおりだったね。

もう激しく羨ましいです

山梨は１番小さい会場です♥

でも席運なくて１階の後ろの方と

２階の前の方なんだよね。

でも行けるだけ全然ﾏｼだと思ってるんだけどね。

確かに。

好きな人の匂いだったから好きって場合もあるもんね。

ゆりえﾁｬﾝもﾌﾞﾛｸﾞやってるんだ???
ｲﾔじゃなかったら教えてねー。

ﾎﾝﾄ今ｴｲﾄに出会えてよかったと思ってる。

最高に幸せだなぁって。

花ﾊﾟﾊﾟ良かったよね。

なんか見始めた頃はあんまり石原さとみﾁｬﾝが

好きじゃなかったんだけどあのﾄﾞﾗﾏで好きになりました。

陽菜（＠章大）

うん。ｴｲﾄって早く子供が欲しい願望強そう。

なんかｴｲﾄってみんなｽﾃｷだから誰のこと好きになっても

おかしくないよね。

『たつ』って原型とどめてないじゃーん。(笑
ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ面白いよ。

何度見ても意味のわからない部分とかあるから
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また余計に見ちゃう。(笑
自転車少年記買ったんだけどまだ見てないよー。

Σ(´Д｀lll)
ﾎﾝﾄお金なさすぎでﾔﾊﾞｲ。

もちろん。

これからもﾖﾛｼｸです。

みおり（＠忠義）

ｺﾞﾙﾏｲの握手会行ってきたんでしょ???
なんか楽しかったみたいで良かったです。

まひるも行きたかったなぁ。

元彼と中学高校って館が絶対一緒にならなかったから

滅多に姿は見なかったなぁ。(笑
でも高校の時、友達が元彼と同じｸﾗｽで

それで会うようになったけどそのぐらいかなぁ。

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸのCM???
何???理解出来ない部分って。(笑
忠義のBiDaN良かったよねー♥
激しく萌えた♥

山梨も後１０日頑張ればｴｲﾄに会えるぅー。

何気に日にち近づいてきたよね。

しかも春休みをもらったので

山梨公演の前後に仕事休みにしてもらったので

少しゆっくり出来そうです。

桃ﾁｬﾝ（＠祐也）

ﾊﾟｿ直ってよかったねー。

あぁ。わかるわかる。

ﾅﾏｽﾞみたいなのが出てくる時に

流れる曲ねー。

まひるもあれ聴くとあぁ、ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽだなぁって思う。

これ系の医者でしょ???って言ってる時の
はじめくんｶｯｺｲｲ♥

おおぅ。

受験勉強頑張ってね。



応援してます。

羅夢さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

全然OKですよー。
ﾌﾞﾛｸﾞのﾘﾝｸ集に加えてくださるとありがたいです。

栞（＠すばる）

久しぶり。

Mｽﾃ、たっちょ変わってたよね。
実はまだﾘﾋﾟってないからあんまり記憶が

定かではないんだけどね。

まぁ、明日も生放送で見れるし。

来週には生で見れるし。

ﾎﾝﾄ、ｴｲﾄって最高で最強だよね。

海ﾁｬﾝ（＠∞）
京都は楽しめたかな???
まひるは山梨公演席はいまいちだったけど

当たっただけでも奇跡だと思うから席なんて

関係なく楽しんでくるよ。

もう来週だもんなぁ。

なんか最近海ﾁｬﾝあんまり眠れてないみたいだけど

大丈夫???
また今日中にでもﾒｰﾙの返事返すね。

「style]のたちょ可愛かったよね♥
やっぱりｴｲﾄには救われます。

そっか。今の会社ってそうやって海ﾁｬﾝは入ったんだね。

でも苦しかったら辞めてもいいと思うよ。

少し休むことも必要だし、

新しい職場に行くことが悪いことだなんて

全然思わないし。

海ﾁｬﾝの好きな人、俳優さんとして活躍してくれると



いいね。

やっぱり成功しちゃうと距離が出来てしまうようで

怖いけどでも好きな人には成功して欲しいって思うし。

だから海ﾁｬﾝの好きな人にも成功して欲しいです。

ﾌﾞﾛｸﾞって難しいよね。

まひるだって決して順風満帆できたわけじゃないし。

叩かれるときも結構あるし。

それでも頑張っていけるのはこうしてｺﾒﾝﾄや

ﾒｰﾙをくれるみんなの存在があるからだし。

海ﾁｬﾝにそう言ってもらえるとすごく嬉しいです。

ありがとう。

なんか寝よう寝ようと思うと逆に眠れなくなるから

もうﾎﾝﾄ眠れない時はﾊﾟｿや携帯いじいじしてます。

ﾎﾝﾄ薬に頼らずに眠れる日がきたらいいなって思います。

まひるの住んでるところも全然いろんな番組見れたりしないから

いつも友達にﾀﾞﾋﾞ頼んでますよー。

東京の隣なのに田舎すぎて悲しいです。Σ(´Д｀lll)

大倉らぷさん（＠忠義）

お返事遅くなってしまってｺﾞﾒﾝなさい。

もうご存知かと思いますが

「たきざわえんぶじょう」と読みます。

あこさん（＠章大）

そうなんですよね。

あたしも接客業なんですけど

ｲﾔなお客さんとかいると昔は顔に出てました。

最近は出ないようにしてますけど。(笑
自分の感情を押し殺すことも時には必要だと思います。

でも全部が全部感情を否定してたら

疲れちゃいますよね。

だから程よくでいいと思います。

いえいえ。（笑



これからもﾌﾞﾛｸﾞ遊びにいかさせていただきますね。

章大のBiDaN可愛かったですね♥
なんかｸﾘｸﾘ頭の方が天使みたいで

章大らしいななんて思いました。

竜奈さん（＠竜也）

ﾊﾞｲﾄ出来ないと厳しいですねー。

ｦﾀってお金かかりますもんね。

まひるは高校生の時はもうお小遣いとかもらってなかったので

やっぱり学校がﾊﾞｲﾄ禁止だったのですが

ﾊﾞｲﾄしてました。

成績落ちるとﾊﾞｲﾄ辞めさせられるので

ﾊﾞｲﾄと学業と必死でしたね。

竜奈さんも早く大学生になってﾊﾞｲﾄできるといいですね。

でもﾊﾞｲﾄ始めたら始めたで

いろいろ大変だと思うんですけど。

ﾎﾝﾄﾀﾚﾝﾄさんって大変な仕事だよね。

ﾁｬﾝｽ逃したらそれが何かと影響してくるし。

ﾁｬﾝｽ１つで運命変わってくるんだなって思います。

みおり（＠忠義）

anan良かったよねー。
記事の内容も良かったけど

写真もすごく良かったし。

ｸﾞｯｽﾞ代、１万円超えちゃうよねー。

なんか結構大きい出費だなぁと思って。

あぁ。わかる。わかる。

うちわ全買いしちゃう気持ち。

「ﾏｯｺﾘ」美味しそうだなぁって。

まひるもやっと近くに韓国料理店を発見したので

近々行ってみたいと思ってます。

WONDER BOY見たかったよねー。
まひるは来週いよいよ山梨公演です。

これしか入れないのでめちゃくちゃ楽しみにしてる。



ゆいさん（＠忠義）

もちろん覚えてますよー♥

山梨、もう来週なんですよねぇ。

なんか何気にﾁｹｯﾄ来てからあっという間です。

相変わらずﾁｹｯﾄ眺めてます。(笑
山梨ﾚﾎﾟ頑張ります。(笑
ﾚﾎﾟ書ける程まだ曲覚えてないんですけどねー。（苦笑

仙台どうでした???
たちょが泥酔したと聞きましたけど。（笑

朴允貞さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

全然ｺﾒﾝﾄくださって結構ですよ。

韓国のWEBからわざわざ見てくださってありがとうございます。
もちろんずっと来てくださってOKですよ。
大歓迎です。

日本語お上手ですね。

あ。mixiやられてるんですか???
じゃ、mixiの方に遊びに行かせていただますね。
ﾏｯｺﾘってお米で作ったお酒なんですか???
じゃ、日本で言う日本酒みたいなものですかねぇ。

家の近くに韓国料理屋さんを発見したので

近々行ってみたいと思ってます。

WONDER BOYのたっちょん見たかったですよねー。

みずき（＠章大）

やっぱり???やっぱり光一さん派よね???（笑
つよさんも好きだけどなんか光一さんの美しさにやられる。

ｼﾞｬﾆｦﾀって楽しいよね。

ｶﾗｵｹとかｦﾀ同士で行くとﾁｮｰ盛り上がるし。

振りつきで歌うとﾎﾝﾄ最高に楽しいよねー♥

めっちゃｽﾄﾚｽ解消になるし。

だからｦﾀは辞められない。（笑



ありささん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。ありがとうございます。

そんなに大倉愛を意識したこともないんですけど

そう言っていただけると嬉しいです♡

あ。ﾌﾞﾛｸﾞ、お邪魔させていただきますねー。

ももよさん

そうですよねー。

ｴｲﾄｺﾝって何かしらいろいろ変化があって

楽しいですよね。

沖縄のﾁｹｯﾄどうでしたか???
そうなんですよー。

山梨は松竹ぐらいの大きさしかないらしいです。

だから席、後ろの方ですけど楽しめる大きさかなと思って。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

ﾎﾝﾄﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ大作戦は最後の最後までじらされたよね。（笑

もうﾎﾝﾄにﾀﾞﾒかと思ったもん。

まひるはﾎﾝﾄに音楽ｦﾀなのでCDが異常にあるのです。
最近はあんまり買わなくなった方なんだけどね。

前はﾎﾝﾄに欲しいって思ったらﾊﾞｶｽｶ買ってたから。（笑

最近は雑誌とかにもお金がかかるようになったので

ｼﾞｬﾆ中心に韓国ものﾒｲﾝで買ってます。

いやいや、ﾎﾝﾄにこうしてﾌﾞﾛｸﾞ書いていられるのも

みなさんのおかげだなぁなんて思ってます。

凹んだりした時でもｺﾒﾝﾄもらったりすると

すごく元気になれるし。

ななﾁｬﾝにそう言ってもらえるとすごく嬉しいです。

ありがとう。



かこさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾌｧﾝ歴なんて関係ないですよ。

今好きだって思える気持ちの方が大事だと思います。

花ﾊﾟﾊﾟ良かったですよねー。

まひるも号泣でした。

こちらこそ絡んでいただけると嬉しいです♥

ﾖﾛｼｸお願いします。

えみさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

わかります。わかります。

ﾎﾝﾄたちょには幸せになってもらいたいなぁって思うんですけど

やっぱり元ｶﾉの話とかされるとﾘｱﾙに

凹んでしまたりして。

でもﾌﾞﾛｸﾞに書いたいように忠義が今誰を好きでいても

幸せだったらそれでいいんです。

そして自分が忠義を好きだということは紛れもない

事実なんですもん。

完璧な片思いですけどそれでも忠義のことが

好きなんですよね。

むしろ好きでいさせてくれる忠義に感謝です。

ありがとうございます。

まひるのつたない文章でちゃんとみなさんに伝わってるのか

どうか不安ですけど

えみさんみたく言ってもらえると嬉しいです。

ゆぅさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

番組情報もありがとうございます。

どうも情報に疎いのでこうして教えていただけると

嬉しいです。（どんだけ???



はい。ｺﾒﾝﾄ大歓迎なのでｶﾞｼｶﾞｼくださると

嬉しいです。

お待ちしてます。

友さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

忠義の誕生日ｺﾒ書いていただけたんですか???
ありがとうございます。

どうも記憶力が鈍っててすみません。

あ。そうですかぁ???（笑
面白いと言っていただけると嬉しいです。

ぜひ友さんのﾌﾞﾛｸﾞにも遊びに行かせていただきますね。

ぜひぜひこれからﾖﾛｼｸお願いします。

ひぃさん（＠博貴）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

しかも毎日ﾁｪｯｸしていただいてるとのこと。

ありがとうございます。

これからも頑張って書きますね。

あ。そうですね。

たちょのことだからﾋﾟﾛｷへのﾒｯｾｰｼﾞかもしれないですね。

そうですか???
まひるっていろんな角度から物事見てますか???（笑
そんな風に言われたの初めてなので嬉しいです。

ありがとうございます。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

ゆか（＠忠義）

試写会残念だったね。（涙

たぶん相当倍率高かったんじゃないかなぁ。

ﾌﾞﾛｸﾞ漁りしてないからわからないけど

当たったって人聞かなかったし。



そっかﾊﾟｿまだ買ってもらえそうにないんだ???
じゃ、まだしばらくは不便な生活になりそうだね。

あ。沖縄、おめでとう!!!!
軽くﾘｿﾞｰﾄ気分だね♥

楽しみだね。

山梨公演しか行けないあたしからしたら

ﾎﾝﾄネ申だね。（笑

楽しんできてねー。

まだ先の話だけど。（笑

ありがとう。

まひるの文章が好きだと言ってくれる人がいると

ﾎﾝﾄに救われます。

ありがとう。

りぃさん（＠忠義）

ﾎﾝﾄ運とかﾀｲﾐﾝｸﾞとかいろんなものが重なって

今のｴｲﾄがあるんだなぁなんて思います。

特にたちょなんかは全然候補にもあがってる

存在じゃなかったじゃないですか???
だからそれがすごいなぁって思いますね。

ｴｲﾄに入ってなかったら今頃はべてらんの仲間入りだったのかなぁ

って思うとﾎﾝﾄに誰が入ってもおかしくなかったわけで。

ﾎﾝﾄたちょの努力と運ですよね。

るぅんさん（＠忠義）

お久しぶりです。

そ、そんな。大倉担の先輩なんて言っていただける程

たいしたﾔﾂではございませんよ。（笑

少ｸﾗなんとかﾀﾞﾋﾞしてくれる人が見つかったので

良かったんですけど

ﾎﾝﾄ録画できてなかった時のｼｮｯｸは久々に

大きかったです。（笑

あぁ。ｼﾞｬﾆ勉見れるんですねー。

激しく裏山です。

まひるの地域では見れないので



何気関ﾃ系は羨ましいです。



2007.07.05 Thu 天下のﾋｰ様なのに。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやったので見てくださいねー[:ハート:]
その下にも今日のｴﾝﾄﾘｰがあるのでﾖﾛｼｺ[:チョキ:]
何気暇人とか言わないで[:パー:]
ﾎﾝﾄのことだから[:パー:]（笑

今日、面白かった。

雑誌のお取り置きの[:電話:]をTSUTAYAにしたのね。
そしたら「東山が表紙のやつですか???」って言われました。（爆笑
お前何様だよー[:てれちゃう:]
しかも[:電話:]に出たのたぶんあたしの知ってる人。（笑
つーかﾏｼﾞｳｹるんですけど[:パー:]
素直に「はい。そうです。」って返事したけど。（笑

でもさ、よく本屋でお取り置き頼むと

だれだれが表紙のやつですか???って
聞かれるんだけど

[:電話:]でお取り置きを頼んでる時点でそんなことが
わかるわけがない[:パー:]
ｴｲﾄが表紙とかだったらわかるけど

他のﾀﾚﾝﾄさんが表紙の時に聞かれて知るはずがない[:パー:]
まぁ、東山が表紙ですけども[:パー:]（笑
あたしはﾋｰ様と愉快な仲間達の愉快な仲間達が目当て

なんですけどね。

あ。kindai発見しました[:ハート:]
いつもの本屋に[:電話:]したらあったの。
なのでまだ中身見てないんだけどね[:悲しい:]
まぁ、ﾊｽﾞﾚでもいいや。

つーか腕が筋肉痛でｷｰﾎﾞｰﾄﾞ打つのもやっとなんですけど[:パー:]
昨日の仕事の時から痛くて原因は



わからないんだけどね[:悲しい:]

じゃ、東山が書きたかっただけなので

短いけどほなおつー。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.07 Sat 恋って難しいね。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

もうずっと探してる[:CD:]があって
まひるの生まれる前の作品なんだけど

すっごい欲しくて[:悲しい:]
で、今日もﾔ○ｵｸ見たんだけど

あったにはあったのね。

でも値段が９０００円とかついてて[:悲しい:]
探してる[:CD:]は３枚あるんだけど
どれも９０００円した[:悲しい:]
そんな[:お金:]ないんですけど[:パー:]
その３枚が揃えば作品全制覇なんですけどねー[:てれちゃう:]
その３作品が１番高い値段がついてるんですよ[:悲しい:]
べっこしですわ[:パー:]

今日は「夏祭りにっぽんの歌」でしたね。

やっかし亮ﾁｬﾝ黒髪になってた[:てれちゃう:]
あぁ。生で金ﾊﾟ亮ﾁｬﾝ見たかったなぁ[:ポロリ:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
あと１週間我慢してくれたらよかったのに。

亮ﾁｬﾝのﾊﾞｶﾝﾊﾞｶﾝ[:ムニョムニョ:]
なんかさすがに１４ｲﾝﾁの[:テレビジョン:]に0.05の視力では
忠義をｶﾞﾝ見することは出来なかった[:悲しい:]
もうｶﾒﾗ追うのがいっぱいいっぱいで

あんまり忠義が見れなかった[:悲しい:]
でも２日続けて忠義が見れるって嬉しいなぁ。

あ。少ｸﾗも入れたら３日連続かぁ[:ハート:]
でもまた少ｸﾗ、録画に失敗しそう。

そうそう、深夜にやってた仕事人の番宣番組DVDに焼いてくださる方
いらっしゃったら[:メール:]ください。



朝まで仕事人ってやつじゃなくてひっそりこっそり３日ぐらい

やってたやつです。

お礼と言えるかどうかわかりませんが

お礼もします。

かなり切実なのでﾖﾛｼｸお願いします。

あぁぁぁぁぁぁあ。

ﾍﾀﾚなまひるでﾎﾝﾄすいませんです[:悲しい:]
ついでに仕事人のWSも一緒にﾀﾞﾋﾞってもらえると助かります。
いろいろ注文つけてすみませんが

ﾖﾛｼｸお願いします。

つーかいよいよ山梨公演の準備などを始めてるんですが

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝの場所がわからねー[:悲しい:]
とりあえずさっきﾈｯﾄで調べたんだけど

いくつか地図をﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄして空（＠章大）に見てもらわなくちゃ。

まひるは全く韮崎というのが未開拓の土地なので

全然道がわからないんですよ[:悲しい:]
駐車場は止めれるみたいですけどね[:ぴかぴか:]

なんか最近ﾘｱ恋に飢えてるんですかねぇ[:悲しい:]
異常に中学生の時の元彼に会いたいんです[:ハート:]
なんか付き合った期間はすごく短かったんですけど

しかも二股かけられてたので

別れたんですけどそんな元彼でも恋しいんです。

重症ですかね???
なんか専門学校の時に1度[:携帯:]かかってきて
その時ｹﾝｶしたんですよ。

なんで今更???みたいな話になって。
なんかその元彼はいつもまひるが今更???って思う瞬間に
接触してくるんですよ。

それが３回ぐらいあって。

元はと言えばその元彼が部活の後輩と二股かけてたから

まひるがｷﾚて別れたのに。

それなのにまひるが他の男子と仲良くしてたりすると

塾とかさぼって[:家:]に来たりとかして



問い詰めるんですよ。

まひるからしたら今更なんですよ。

その今更くんがちょっと恋しくなってるあたしは病気ですか???[:パー:]
なんかやり直せたらいいなって恋はﾎﾝﾄたくさんあります[:汗:]
反対に忘れたい恋もたくさんあります。

世の中うまくいかないものですね。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.07 Sat 必殺仕事人。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

仕事人見たった!!!!![:ハート:]
忠義の出番が思ってたよりも少なかったけど

激萌え[:ハート:]

もうだって薫さんに待ち合わせ場所を伝えてる時点で

ｷﾀｷﾀｷﾀｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ≡(ﾟ∀ﾟ≡ﾟ∀ﾟ)≡ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

ってまるで自分が呼び出されるかのような興奮[:ときめき:]
まひるさん鼻息荒いですけど何か???[:パー:]

「ｵﾚの嫁さんになってくれ。」

「だって年上だし」

はい。激しく同意。

あたしも年上ですけどいいですか???

(ﾟ∀ﾟ(｡_｡(ﾟ∀ﾟ(｡_｡(ﾟ∀ﾟ(｡_｡(ﾟ∀ﾟ(｡_｡(ﾟ∀ﾟ )ｽﾍﾟｼｬﾙｩﾝｩﾝ♥♥　　 

何気源太ﾁｬﾝおいしいとこ持っていきます[:ハート:]

あー。でもあたし松岡くんのｷｬﾗが好きだなぁ[:ハート:]



あー。でもﾋｰ様のｷｬﾗも好きだし。

でも殺し方で言ったら忠義が１番好き[:ハート:]
あのﾍﾋﾞのｼｭﾙｼｭﾙってやつ好きだなぁ[:ハート:]
でも松岡くんの毒のやつも何気に好きだし[:ハート:]
いかにも必殺ｼﾘｰｽﾞって感じだし。

なんか作太郎が忠義のこと「おっ父」って呼んだ時は

号泣でした[:悲しい:]
でも作太郎が「源ﾁｬﾝ」って呼んでた時も

激しく萌えましたけど何か???[:パー:]
まひるも源ﾁｬﾝって呼んでもいいですか???[:パー:]

あぁ。でもやっぱり中村主水は渋い!!!!
あの渋さはなかなか出ないよねー[:てれちゃう:]
すごいｶｯｺｲｲのね[:ハート:]
忠義は自分の年代は時代劇になじみがないって

言ってたけどあたし子供の頃から時代劇大好きっこだったから

仕事人も再放送で見て知ってたし、

（↑三田村さんのやつとか京本さんのやつとか

暴れん坊将軍とか影の軍団とか鬼平とか好きだったのね。

だから何気に時代劇にもこだわりとかあるんだけど

なんか今日の仕事人見てて新しい世代になったんだなぁって思った。

忠義すごく頑張ってたし、

忠義らしいお芝居だったと思います。

時代劇のﾄﾞﾗﾏは初めてだったけど

でも去年の演舞城で結構土台が出来てたってゆーか。

土台の上に新しいお芝居がのっかってる感じがして

すごく良かったと思う。

もう彦星さま、最高の七夕をありがとう[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方や同担の方もщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.08 Sun 完全色で逢いましょう。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日で忠義が生まれて８０８８日目です[:ハート:]
おめでとう!!!!
８０８８日目を茨城で過ごした忠義ですけどもー。

ﾗｲﾌﾞ盛り上がったかなぁ???
何気昨日が千葉で今日が茨城。

そしていよいよ来週は山梨です[:ハート:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
生たちょ、約５ヶ月ぶりなんですけど[:悲しい:]
お懐かしや。ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
お久しぶりでございます。

京セラ以来です[:悲しい:]
もう今回は絶対悔いの残らない程

はじけてやるぅー[:パンチ:]
なんか去年、山梨１公演しか見れなくてしかも

すごく悔いの残るﾗｲﾌﾞだったから

今年は絶対悔いの残らないようはじけるんだ[:ぴかぴか:]
頑張る[:チョキ:]

今日、ﾌﾟﾚｿﾞﾝの公開ﾘﾊがあったらしく

WSも入ったらしいので
明日のWSはﾁｪｯｸです[:ハート:]
いよいよ博貴、始動ですね[:ハート:]
うーわ。ﾄﾞｷﾄﾞｷする[:ラブ:]
２０歳になった博貴に会えるんだね[:ぴかぴか:]
明日からﾌﾟﾚｿﾞﾝの本番楽しんでやって欲しいな。

頑張ってるのは当たり前だろうから

あえて頑張ってとは言わないけど

久々の表舞台を楽しんで最高の笑顔で

迎えられたらいいなって思います。

とりあえずはﾌﾟﾚｿﾞﾝが勝負だし。



なんか久々の博貴にﾄﾞｷﾄﾞｷするなぁ[:ラブ:]
心臓ﾊﾞｸﾊﾞｸです[:ラブ:]

今日、朝起きたら[:家:]出る時間で焦りました[:汗:]
結局ｽｯﾋﾟﾝで[:家:]を出て会社で化粧しました[:悲しい:]
久々に焦った[:汗:]
昨日ﾃﾝｿﾝ上がってなかなか眠れなかったんだよね[:悲しい:]
５時ぐらいまで起きてたし[:悲しい:]

なんか博貴のこと考えながら

ｴｲﾄの博貴のいないｱﾙﾊﾞﾑ聴いたら涙が出てきた[:悲しい:]
あたし、最近博貴のいないｴｲﾄに慣れつつあったなと思って

あたしって最低だなと思った。

８人だからｴｲﾄ。

ｴｲﾄだからeighterなのに。
あたしは今まで忠義がどんな思いで８→１って書いてきたのか

ﾎﾝﾄにわかってたんだろうか。

確かに最初はそれを見た時、本気で泣いた。

忠義の気持ちが嬉しくて

そんな忠義を誇りに思った。

大倉担で良かったって思った。

博貴のいないｽﾃｰｼﾞをいくつも見てきた。

最初は博貴の抜けた穴に焦燥感を感じた。

博貴がいたらどんなんだったかなぁって思うことは

いつものことだった。

ｱﾙﾊﾞﾑ聴いても博貴がいたらどんな感じなんだろ???
って思うこともたくさんあった。

でもそれは想像でしかなくて

ﾘｱﾙな博貴はまひるの中で止まったまんまなんだよね[:悲しい:]
過去の博貴しか出てこない[:悲しい:]
それは当然かもしれない。

でも明日その封印が解ける。

今のﾘｱﾙな博貴に会える。

まひるはﾌﾟﾚｿﾞﾝ行けないんだけど

WSとかﾚﾎﾟとかﾘｱﾙな博貴に会える。



完全色で逢いましょう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.09 Mon 結果がすべてではないけれど。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙの箱を移動させたりしてたら

今日の朝、太ももの裏が筋肉痛[:悲しい:]
最初原因がわからなくて何???って思ってたら
軽くｽｸﾜｯﾄ状態ですわ[:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li

つーか今日、ＷＳ見れなかった[:悲しい:]
なかなか眠れなくてＷＳの時間まで起きていようと

思ったんだけど

４時半に力つきました[:悲しい:]
で、結局起きたら１０時だった。（ﾁｰﾝ

死ねばいい[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
最近ﾏｼﾞで眠れないんだよねー[:悲しい:]

つーかつーか姉さん事件です!!!![:パー:]
仕事人の視聴率が同時間帯内でﾄｯﾌﾟだったそうで。

平均２０％越えだったとか。

やっかし???やっかし???

源太ﾏｼﾞｯｸですなぁ[:ハート:]
（↑勝手

最高視聴率部分は松岡くんと水川あさみﾁｬﾝの

最後のｼｰﾝだったとか[:パー:]
松岡兄さんやっかしｽﾃﾁ[:ハート:]
あたしは松岡くんが絵筆をｸﾙｸﾙ回してるｼｰﾝが好きです[:ハート:]



ﾄﾞﾗﾏｰのくせにまひるは回せません[:パー:]
回してぇー!!!![:パー:]
だってあたしの周りのﾄﾞﾗﾏｰ、誰も回してる人

見たことないもん[:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
とにかく平均視聴率２０％越えおめでとうございます!!!!
これを機会に連ﾄﾞﾗ化されたらいいなって思います[:ハート:]
なんか結構有り得る話だと思ってるんですけど何か???[:パー:]

ﾌﾟﾚｿﾞﾝ初日おめでとう。

ﾑｰﾋﾞｰでめざましの映像見たけど

なんかすごく元気そうで嬉しかった[:ハート:]
少し大人っぽくなってたよね。

でも博貴はやっかしｴｲﾄの末っ子だ。

１日も早く帰ってこれるように

今ある壁を乗り越えて欲しい。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.10 Tue 好きで居させてくれてありがとう。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

何気眠れないのでﾌﾞﾛｸﾞ書いてます[:ぴかぴか:]
前は３時ぐらいまでには眠れてたんだけど

最近４時過ぎぐらいまで眠れないんだよね[:悲しい:]

そう。それでね、昨日まで[:パソコン:]が１度電源落とすと
電源入れた時にｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰのｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄが５分ぐらいあって

そのあと再起動してくださいってﾒｯｾｰｼﾞが出て

それで再起動すると立ち上がるのに５分ぐらいかかって[:悲しい:]
それを夜中だと５回ぐらいしなくちゃならなくて

１時間近くもｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞとやっていて

ぶっちゃけｲﾗｲﾗしてたんですが

今日はそれがなかったんです[:ぴかぴか:]
うーん。気分いい[:揺れるハート:]

ﾃﾞﾍﾍ。

今週は水金って仕事行ったらお休みなので

嬉しいです[:ハート:]
仕事が嫌いなわけじゃないけど

やっぱりたまにはﾘﾌﾚｯｼｭが必要じゃないですか???
ゆっくりお風呂入ったりおいしいもの食べたり。

そして日曜日はｴｲﾄｺﾝです[:ハート:]
その前にお買い物も行きたいし、

前髪も切りたい[:てれちゃう:]
忠義に会うのに最高のｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝで会いたいじゃないですか???
そんな忠義からなんて見えねーよ[:パー:]って席ですけど。（笑
いいんですって[:パー:]
まひるの気持ちの問題なんで[:パー:]
早起きしてﾒｲｸも念入りにしなくちゃ[:てれちゃう:]
えぇ。えぇ。



ﾒｲｸしても代わり映えのしない顔してますけど[:パー:]
いいんだって[:パー:]
その支度してる自分に満足しちゃってるんだから[:パー:]
なんかﾃﾞｰﾄ前の乙女って感じじゃないですか???[:ハート:]
どんだけ自分に酔ってるんだ???[:パー:]

なんかね、忠義のこと好きになってから

気持ちの衰えを知らないんですよ[:ハート:]
ﾎﾝﾄに６年ぐらいずっと好きで[:ハート:]
まぁ、実際は大倉担になるまでに２年ぐらい仁担だった時期も

含めてなんですけど

でも副担大倉でやってきて

その当時から気持ちが全然揺らがないんですよ[:揺れるハート:]
なんかこんなに好きでいいのかな???
って思うぐらい大好きで。

どんな噂聞こうとむしろ萌えるんですよ

そりゃ凹む時もありますよ。

人間ですから。

でもいつも結果的に思うのは大倉忠義を信じてついてきて

良かったって思うんです[:ぴかぴか:]
そして忠義がｴｲﾄでﾎﾝﾄに良かったって思うんです[:ぴかぴか:]
忠義の魅力が余すとこなく出てるのは

ｴｲﾄﾒﾝだからだと思うんです。

他ｸﾞﾙｰﾌﾟだったらここまで忠義の魅力は出てないと思います。

仙台の忠義の泥酔話とか聞いてお世話係のヨコも

ﾎﾝﾄｲﾔな顔せず忠義のお世話してくれたと思うんです。

そんなﾒﾝﾊﾞｰとの信頼関係もｴｲﾄならではだと思うし。

忠義はｴｲﾄのﾒﾝﾊﾞｰでﾎﾝﾄ幸せだと思います

そんな忠義を応援できることがﾎﾝﾄに嬉しいです[:てれちゃう:]
幸せです[:ハート:]
大倉忠義という人に出会えたことがﾎﾝﾄにある意味運命だと

思ってます。

あたしは基本的に好きになる人って

尊敬できる人じゃないと好きになれないんですよ。

でも忠義はﾎﾝﾄに尊敬できる部分を

たくさん持っていてあたしの理想の人です。



大好きで大好きで[:ハート:]
でもそんな忠義との距離感に悩んだ時期もありました。

今でも時々不安になることがあります。

でもそう思ってる時に忠義はﾚﾝｼﾞｬｰ で

まひるの心をｸﾞっと捕まえてくれます。

あぁ。こうして悩んでることがﾊﾞｶらしいって

思わせてくれるぐらいの言葉を忠義はくれます。

いつもいつも忠義に励まされてます[:ぴかぴか:]
いつもいつも忠義に元気をもらってます[:ぴかぴか:]
好きでいさせてくれてありがとう[:ハート:]

これからもみんなのｱｲﾄﾞﾙ大倉忠義でいてください。

愛してます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.10 Tue だから優しくｷｽして。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

本日２回目大倉担まひるですけどもー。

結局朝６時過ぎまで起きてて

それから１０時ぐらいまで寝て疲れが取れてないので

またそれから１４時ぐらいまで寝ますた[:眠たい:]
ついでに夢も見たんですけど

これがΣΣ(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!ってなるやつで。（笑
相方空（＠章大）と空の元担Hくんとのﾁｯｽｼｰﾝを見てしまったんです[:てれちゃう:]
しかもﾘｱﾙに口元ｱｯﾌﾟになる映像。（笑

しかもHくんの[:車:]の中で。（笑
Hくんが運転席で空が助手席でまひるが後ろ。
ふてくされるまひるたん[:悲しい:]
なんでその３ｼｮｯﾄなのよ[:パー:]
まひるたん、気まずいじゃないの[:パー:]
まひるたん、お邪魔じゃないの[:パー:]
まひるたんにも元担Kくんとか忠義とか与えて頂戴よ[:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li

今日[:あめ:]だってゆうから[:病院:]行くのやめて
[:家:]でｺﾞﾛｺﾞﾛしてるのに[:あめ:]たいして降ってないんですけど[:パー:]
で、これはこれでいざ[:病院:]とか行くと[:あめ:]が
ｻﾞｰｻﾞｰ降ってくるんでしょ???
最悪だな[:悲しい:]
梅雨なんて大嫌いだぁー!!!!![:悲しい:]

今日、花君だね[:ハート:]
何気楽しみなんですけど[:パー:]
先週面白いのか面白くないのかわからないとか

言っておきながら。（笑

何気にﾎﾞﾃﾞｨﾌﾞﾛｰがじわじわときいてきて

面白いなぁと思って。



斗真が真希ﾁｬﾝの胸ｶﾞﾊﾞっと触ってましたけど

役得ですなぁ[:てれちゃう:]
ﾄﾞｷﾄﾞｷしちゃいましたよ[:パー:]
なんか斗真がいいﾔﾂなのかｲﾔなﾔﾂなのかよくわからなかったよ[:悲しい:]
なんか探偵学園Qは面白いんだけど
あれ見るのがしんどい[:悲しい:]
なので今週から見ないかもしれません[:悲しい:]
何気話が重いんだもん[:たらーっ:]

あ。そういえばまだｦﾀ誌買ってないの[:悲しい:]
ただﾁｬﾝが見たいのにー[:悲しい:]
今週は[:あめ:]だから買いに行けないし[:悲しい:]
でもｴｲﾄｺﾝまでに見たいのになぁ[:ポロリ:]
確か福井のﾚﾎﾟとか載ってるんだよね???
そこを抑えておきたいのに[:悲しい:]
日曜日までに買いにいこ。

つーかｺﾝﾋﾞﾆに行ったら高校生に間違えられました[:ハート:]
そんなあてくし、今年で２４歳になりますけど何か???[:パー:]
ちょっとｳｷｳｷです[:揺れるハート:]
あ。あたしがｶﾞｷくさいってことですか???
ちなみにｽｯﾋﾟﾝで行ったからかなぁ???
そこのｺﾝﾋﾞﾆは近所なのでいつもｽｯﾋﾟﾝで行くんですよ。

でも高校生は無理あるよなぁと思いつつ

ちょっとﾆﾔﾘ[:モグモグ:]
そこのｺﾝﾋﾞﾆ、まひるの元ﾊﾞｲﾄ先なので

まひるの年齢知ってる人もいるんですよ。

なのに高校生って[:パー:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
ただﾁｬﾝ、どう思います???（笑

短いけどほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁのｺﾒﾝﾄもちゃんと読んでいます。
いつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.11 Wed 無駄な努力なんてないんだよ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

はい。今夜も眠れないでやんす[:悲しい:]
完璧昼間寝すぎですね[:悲しい:]
そんなわけで今日もお送りするﾊﾟｿｺﾝﾗｲﾌなんですが[:パー:]

花君の斗真最高[:グッド:]
あたし的には１番おいしい役じゃないかと思うんですが[:パー:]
中津くんあたしは大好きです[:ハート:]
最初結構いじわるしててｲﾔなﾔﾂって思ったけど

先週の後半ぐらいからいいﾔﾂっぽさが出てて

今週は中津くんの胸のﾄﾞｷﾄﾞｷ音に爆笑でした。

結局南極やっかし探偵学園Qは見なかった[:悲しい:]
なんかだって怖いんだもん[:冷や汗:]
あたしはｽﾍﾟｻﾙの時の方が好きだったなぁ[:ぴかぴか:]

で、今日のむちゃ∞ﾌﾞﾘ。
ｹﾞｽﾄは藤井ﾌﾐﾔさん。

あたしのﾗｲﾌﾞ友達がﾌﾐﾔさんの事務所で働いていたので

割と馴染みのあるって言ったら失礼かもなんですが

お話聞くことも多々ありましたね。

ﾗｲﾌﾞ友達って言っても全然年上の人なんですけどね。

そういや、最近ｴｲﾄの中でも眼鏡率高くなりましたね[:揺れるハート:]
なんか韓国ﾀﾚﾝﾄさんがよく眼鏡をかけてるので

不思議な感じがしました。

金ﾊﾟ、亮ﾁｬﾝでしたね。

金ﾊﾟ亮ﾁｬﾝも可愛いけど

まひるはやっかし黒髪の亮ﾁｬﾝの方が落ち着いてて好きです[:ハート:]
なんか今回ヨコとﾌﾐﾔさんのﾃﾝｿﾝがもっそい

高くてｳｹました。

あぁ。でもﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲはちょっと食べてみたいですね[:ぴかぴか:]



なんか味が全然想像出来ない。

((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
ヒナﾁｬﾝがﾌﾐﾔさんに突っ込み入れてたのも面白かったし[:イヒヒ:]
そう。まひる、水炊きって食べたことがないんですよ[:悲しい:]
鶏肉が大好きなので１度は食べてみたいなぁって思うんですけど。

まぁ、そんな感じのむちゃ∞ﾌﾞﾘでした[:ハート:]

なんかﾌﾟﾚｿﾞﾝの初日の２部（？）の方で

博貴があの事件から現在までを語る場面があったらしいんですけど

そのﾚﾎﾟ読んで涙が出ました[:悲しい:]
なんか家族と事務所の先輩やｴｲﾄﾒﾝ、NEWSﾒﾝの暖かさに
感動しました。

特に家族とのやりとりにいろんなことがあったんだなぁって

思ってﾌﾟﾚｿﾞﾝに出ることになって

博貴よりも博貴ﾏﾏの方がすごく喜んでくれたって話聞いて

やっぱりすごく嬉しかったし[:てれちゃう:]
まだｽﾀｰﾄしたばかり。

自分のためにも、心配してくれたみんなのためにも

頑張って欲しいと思います。

ﾊﾟﾝﾌの写ﾒとか見たんだけど

すごく顔が大人っぽくなっててあぁ、２年が経ったんだなぁって

改めて実感しました。

今日は、忠義が演舞城を観に行った後にﾌﾟﾚｿﾞﾝを

観に行ったみたいですね。

やっぱり博貴も忠義が観にきてくれたことで心強かったと思います。

なんかまたｴｲﾄﾒﾝの一員として一緒に笑いあってる

博貴が見たいです[:ハート:]

あ。なんか仕事人がｼﾘｰｽﾞ化されるって話

聞いたんですけどﾏｼﾞですか???[:パー:]
情報疎くてすみません[:パー:]
なんかｼﾘｰｽﾞ化ってどんな感じなんだろうなぁ。

この間の続き???
作太郎と源ﾁｬﾝの生活???
たくさん気になるとこはあるんですけど



とにかくおめでとうございます[:拍手:]
でもこの間の結果が忠義の新しい仕事に繋がったんだなって

思うとやっぱり嬉しいです[:ハート:]
なんかﾎﾝﾄに忠義は頑張ったら頑張っただけ自分の力に

変えてしまう素晴らしい才能を持った人なので

将来有望だと自担のあたしが言うのも

偉そうなんですがでも忠義の可能性を信じてます[:ぴかぴか:]
まだまだたくさんの引き出しがあると思うんですよ。

それをたくさんの先輩方から引き出していただいて

これからもっともっと大きく成長するんじゃないかと

思います。

(,,ﾟДﾟ) ｶﾞﾝｶﾞﾚ!源ﾁｬﾝ[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

いつもｺﾒﾝﾄくださる方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁのｺﾒﾝﾄもちゃんと読ませていただいてます。
いつもありがとうございます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.12 Thu 抱きしめたい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

爆睡してました[:眠たい:]
でも朝５時頃起きて[:パソコン:]電源入れて
また寝て７時ぐらいに[:パソコン:]やって
また寝てってやってたので

（↑夢遊病???
完全に爆睡してたのは昼１２時以降。

それで今、台風きてるらしいじゃん!!!!![:悲しい:]
しかも予定としては１５日の深夜に山梨も暴風圏内に

入るとのこと[:悲しい:]
ついてねぇー!!!!!
最悪中止じゃん???
もしくは延期。

どうかそれてくれますように。

もうここんとこ毎日天気が悪いので腐ってますけど何か???[:パー:]
くさくさしてますよ[:パー:]
（↑意味ﾌﾟ

つーか[:パソコン:]で使うﾍﾟﾝが欲しいﾀﾞｽよ[:パー:]
いいやつ見つけたのねー。

ｱﾏ○ﾝだと８８００円したんだけど

ﾔﾌ○ｸ見たら５０００円ぐらいで買えそうなのー[:ハート:]
なので来月になったら買おうかなぁって思ってるんだけど。

とりあえず山梨公演と発売ﾗｯｼｭが終わってくれないと

ﾛｸにお買い物も出来ないわけで[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
くさくさしてますよ[:パー:]
（↑これが言いたかっただけ。

あぁぁぁぁぁぁぁあ。



そういや、まだ東京ｴﾚｸﾄﾛﾝの地図ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄしてないﾀﾞｽ[:悲しい:]
何も準備してないってゆーね[:悲しい:]
地図もまひるの[:パソコン:]にﾌﾟﾘﾝﾀｰ接続してないから
もう１台の[:パソコン:]で検索しないと
ﾀﾞﾒだし[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
もう台風ってだけでﾃﾝｿﾝガタ落ち[:下向き:][:下向き:][:下向き:]
ただﾁｬﾝ、助けてーぇ!!!![:悲しい:]
せっかく明日仕事行ったらお休みなのにーっ!!!!
今更の春休みなのにーっ!!!!

台風かよ!!!!![:パー:]

凹むわー[:悲しい:]

まぁ、障害が多ければ多い程燃える愛なんですけども[:ハート:]
（↑どMなあてくし。
忠義「まひる!!!![:ハート:]」
まひる「忠義!!!![:ハート:]」って抱き合って。
昼ﾒﾛみたくね。（笑

（↑逝け

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

忠義に名前だけでも呼んでもらいたいなぁ。

まぁ、熱い抱擁もありですけど[:パー:]
一生ねーよ[:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
そんなﾎﾝﾄのこと言わなくてもー。

夢ぐらい見させてよ[:てれちゃう:]
ただﾁｬﾝとの熱い抱擁[:揺れるハート:]
萌える[:揺れるハート:]
萌ゆるﾀﾞｽ[:揺れるハート:]
嬉しくて泣くまひるの背中をﾄﾝﾄﾝしてくれる忠義[:ハート:]
頭なでてくれる忠義[:ハート:]



萌ゆるﾀﾞｽ[:揺れるハート:]

あーぁ。そんな妄想でﾃﾝｿﾝあがるあたしって[:パー:]
相当痛いﾀﾞｽな[:悲しい:]

つーか先月から早朝、深夜かまわず

ｺﾑに知らない番号から電話あるんですけど[:パー:]
つーか誰ﾀﾞｽか???[:パー:]
たぶん全然知らない人なのね。

１度出たんだけど切れちゃって。

いい加減違うって気づけよ!!!![:パー:]
だってｺﾑ番なんて１０人ぐらいしか教えてないもん[:たらーっ:]
ｲﾀ電じゃないみたいなんだけど。

たぶん友達にかけてるつもりなんだと思う。

切られたことに気づけ。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅでし。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾝﾄの方もちゃんと読ませていただいてます。



2007.07.14 Sat (っω；`。)スンスン。忠義に会いたい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日めちゃくちゃ腰痛くて

仕事行ってすぐﾍﾀﾚ宣言しますた[:パー:]
今日珍しく遅番だったから帰ってきてへばっちゃって

とりあえずｺﾞﾛﾝﾁｮ[:てれちゃう:]
で、そのまま寝ようと思ったんだけど

結局眠れずに現在に至ります[:悲しい:]

そう。それで空（＠章大）と山梨公演が延期か中止かって

話をしてて[:悲しい:]
たぶん天気予報を見る限りでかなり大きいらしいとのこと

なので電車や道路が止まっちゃうと思うんだよね[:悲しい:]
だから明日とりあえずY&Jからの[:メール:]待ちます。
ﾎﾝﾄついてないなぁ。

たぶん普通にやることはなさそう。

だって東京方面からのお客さんたぶんこれないと思うもん。

ｴｲﾄﾒﾝだって山梨入り出来るかも疑問ですからね[:悲しい:]
台風だけど山梨入りだけはしてもらいたいなぁって思うんだけど[:汗:]
贅沢ですかねぇ[:汗:]
あぁ。結局忠義には会えないのかなぁ???
なんかもうﾎﾝﾄ会えなかったらやっかし台風でKAT-TUNｺﾝに
行けなかった時の悔しさ再来ですかねぇ???
いや、それ以上です[:パー:]
今まで生きてきた中で１番の悔しさかも[:ポロリ:]
大げさ???
だってだってもうただﾁｬﾝに会えなかったら

ﾎﾝﾄもう限界なんだって[:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
もうすごくすごく楽しみにしてきて山梨公演しか行けなくて

それでこの仕打ちってある???
最悪じゃん[:悲しい:]



なので当日ｴｲﾄﾒﾝの姿だけでも見れたらいいなぁって思うんですけど[:汗:]
神様ﾖﾛｼｸお願いします。

ｴｲﾄのみなさんﾖﾛｼｸお願いします。

山田太郎ものがたり面白かったー[:ハート:]
翔ﾁｬﾏがｶｯｺｲｲんだもん[:ハート:]
なんかニノﾁｬﾝが一生懸命になってる姿がすごくｽﾃﾁ[:ハート:]
兄弟のために頑張るニノﾁｬﾝが輝いて見える[:ぴかぴか:]
なんかお金なくてもほのぼのしていて明るくて

家族思いの家庭がすごく温かいんだよね。

先週の横綱ｺﾛｯｹの話も泣けたし[:悲しい:]
ニノﾁｬﾝって庶民顔だよね。（笑

翔ﾁｬﾏってお坊ちゃま顔だよね[:ハート:]
好き[:揺れるハート:]好き[:揺れるハート:]

なんか忠義のことがこんなに好きで

ｴｲﾄのことがこんなに大好きなのに

どうして台風が１５日に来てしまうんだろうか???
あたしはとことん神様から見捨てられた人間なんだろうか???
あたしね、最近某ﾌﾞﾛｸﾞさんを読むと

すごくその人のことが好きで一生懸命で

言葉の壁とか乗り越えててすごいなって思うし、

しかもそのﾌﾞﾛｶﾞｰさん、すごくいい人で[:ポロリ:]
まひるなんかにも優しく接してくれて

あたしがひっそりこっそり憧れてるﾌﾞﾛｶﾞｰさんです[:ハート:]
あぁぁぁぁぁぁぁあ。

４７都道府県もあってその中のたった１日に台風が

当たってしまうなんてﾎﾝﾄついてない。

延期か中止か???
もう気になって眠れやしない[:悲しい:]
忠義に会いたいんだよー[:ポロリ:]
ﾎﾝﾄにこの日を支えに１日１日を頑張ってきたし、

また次にｴｲﾄに会えるのが半年先とかだったらﾏｼﾞ凹むし[:悲しい:]
山梨eighterも楽しみにしている山梨公演を中止には
させないで欲しいです。



どうなってしまうのかわからないけど

でも納得のいく結果をﾖﾛｼｸお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

Webﾊﾟﾁの方もありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄちゃんと読ませていただいてます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.14 Sat 明日山梨でｴｲﾄと待ち合わせ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日１日天気予報とにらめっこのまひるです[:悲しい:]
でも進むのが遅いみたいで

東海や関東に近づくのは１５日の深夜らしいです。

なので後はｴｲﾄ次第とゆーか[:パー:]
でも結構[:あめ:]が降ってるので
電車や道路が止まる可能性もなきにしもあらず[:パー:]
(っω；`。)ｽﾝｽﾝ
忠義に会わせてー!!!!![:ハート:]
ﾏｼﾞｲｼﾞｲｼﾞしちゃうから[:ポロリ:]
なんかあるのかないのかわからないのに

準備を進めなくちゃならないのはとっても

ｲﾔなのですが[:パー:]
とりあえずもうお風呂に入ってﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄとﾊﾟｯｸはした。

洋服も決めた。

ﾎﾝﾄはｻﾝﾀﾞﾙで行くつもりだったんだけど

[:あめ:]ですべって転ぶ可能性もあるので
ｽﾆｰｶｰに変えました[:ぴかぴか:]
あとは今夜ﾈｲﾙ塗って明日支度すればいいだけ[:ハート:]
もう空（＠章大）と待ち合わせ時間も決めたし。

あ。あと会場までの地図をﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄして終わり。

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

もうﾄﾞﾁﾄﾞﾁする[:ラブ:]
なんか昨日ｸﾞｯｽﾞ販売の時間の[:メール:]がこなかったから
心配してたんだけど

Webのｸﾞｯｽﾞのとこに埼玉と山梨の時間が載ってた。
台風に負けんな!!!!
山梨eighter!!!!



もうｴﾙﾚ聴いてﾃﾝｿﾝあげてますわ[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
いやいや、ｴｲﾄ聴いてﾃﾝｿﾝ上げろよ!!!!って話でしょ???
はい。すいません[:悲しい:]
久々に今夜やろうかな。

１人ｺﾝﾘﾊ。（笑

説明しよう。

１人ｺﾝﾘﾊとは[:CD:]聴きながら
もしくはDVD見ながら本番さながらに踊り狂う
まひると空の儀式である[:グッド:]
あーぅ。

明日のﾒｲｸののりに左右するから今日は早く寝るﾀﾞｽ[:パー:]
せっかくおﾊﾟｯｸしたのに!!!!![:てれちゃう:]
あぁ。でも絶対緊張して眠れないと思うよ[:パー:]
こんなにﾄﾞｷﾄﾞｷしたの久々だし[:たらーっ:]
だって明日の朝起きてみなくちゃ、

もしくは会場に行ってみなくちゃあるかどうかわからないんですもん[:悲しい:]
(っω；`。)ｽﾝｽﾝ
そんなわけでこれを見たﾊﾞｽで移動中の

大倉忠義様〜、大倉忠義様〜、

やるかやらないかまひるにご一報を[:グッド:]
そしたら安心して寝ますわ[:ハート:]
つーかむしろ余計にﾄﾞｷﾄﾞｷして眠れないか[:パー:]
そんなﾄﾞｷﾄﾞｷならいくらでも請け負いますけど何か???[:パー:]

ただﾁｬﾝ、ﾌﾟﾘｰｽﾞ。

あたしのこの妙なﾃﾝｿﾝ[:GO!:]
道路が止まりませんように。

電車が止まりませんように。

無事に山梨公演が出来ますように。

ﾌﾟﾘｰｽﾞ､ﾌﾟﾘｰｽﾞ、ﾐｰ。
（↑何が言いたいんだ???



この英語の読解力のなさで文系特進ｺｰｽにいたあたくし[:パー:]
でも英語が苦手だった。

だって中学の時、入院しててほとんど授業受けてないからね。

今考えたら絶対理系なんだよなぁ[:てれちゃう:]
よく卒業できたと自分でも関心するわ[:ラッキー:]
卒業したらすべて忘れたもん[:悲しい:]
（↑この人最悪。

じゃ、明日頑張ってきます。

ただﾁｬﾝ、韮崎で会おう[:グッド:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄﾌﾟﾘｰｽﾞ。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄもちゃんと読んでます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.15 Sun ｴｲﾄ、山梨公演最高だったよ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ｴｲﾄｺﾝ行ってきました!!!!![:ハート:]
天気の方は傘持ってたんだけど

結局１度も使わず。

見事山梨eighter、台風に勝ちました[:ハート:]
最高です!!!!![:ハート:]
詳しいﾚﾎﾟはまた追々書くとして。

まず空（＠章大）とｸﾞｯｽﾞ売り場に並んだんだけど

全然前に進まなくて結局１部は１０分遅れで会場入り。

１階の後ろの方だったんだけど

すごく見やすくて双眼鏡も使わずちゃんと肉眼で

見れました[:ハート:]
１部のｿﾛは章大とヨコと丸ﾁｬﾝと亮ﾁｬﾝだったんだけど

すごくヨコと丸ﾁｬﾝのｿﾛが楽しくて

何度も見たいって思った。（笑

ﾏｰｼﾞ楽しい[:揺れるハート:]
亮ﾁｬﾝのｿﾛはﾘｽﾞﾑもちょっと[:CD:]より早め
だった気がする。

章大ｿﾛもﾎﾝﾄ生で聴くと新鮮ですごくいい感じだった。

そして２部にﾐﾗｺｰ起きました!!!!![:ハート:]
２部は２階の１番端の席だったんだけど

空と２階から出てくればいいのにねーって言ってたんだけど

出ました!!!!!
ｵﾊﾞﾛｸの時に。

１部の時も出てたんだけど

全然まひる達からは見えない位置で。

でもね、まひる側は忠義じゃなくて

ヒナﾁｬﾝだったの

それでも２階の間近でヒナﾁｬﾝ見ることが出来て

握手も出来たのね[:てれちゃう:]
そこでちょっとﾃﾝｿﾝ上がって[:上向き:][:上向き:][:上向き:]（笑
で、はい。



その次

ｷﾀｷﾀｷﾀｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ≡(ﾟ∀ﾟ≡ﾟ∀ﾟ)≡ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

今度は丸ﾁｬﾝと章大が２階に来て。

しかもまひる側に章大が出てきたからやったー!!!!って
思ったんだけど

なぜか途中で丸ﾁｬﾝと章大が左右入れ替わってて

まひる側には丸ﾁｬﾝが。

ちょっとがっかりしつつもちゃっかり握手。（笑

空とあたし達って自担運ないね[:悲しい:]って言ってたの。

それで違う曲の時に忠義が１階のまひる側の方に来たから

手を振ってたの。

まぁ、そんなの気づかれてないんですけど[:パー:]
そしたら忠義さん１階の真ん中の通路にｶﾞｼｶﾞｼと入り込んで

跳ねまくってて。（笑

それでどこ行くのかなぁ???って見てたら
２階にｸﾞｲｸﾞｲ上がってくるじゃないですか???[:パー:]

ｷﾀｷﾀｷﾀｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ≡(ﾟ∀ﾟ≡ﾟ∀ﾟ)≡ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

しかもまひる側の通路にｸﾞｲｸﾞｲと上がってきて[:てれちゃう:]

忠義と握手!!!!![:ハート:]

ﾏｰｼﾞｰでーか???[:パー:]



いいですか???[:パー:]
ちょっといいですか???[:パー:]
まひるさん大倉担４年近くやってますけど

握手したことなかったんですよ[:パー:]（ﾁｰﾝ
だって握手会はﾉｰﾃﾝｷにﾊｲﾀｯﾁ２回もしちゃったし[:悲しい:]
忠義と初握手!!!!![:ハート:]
萌えた[:揺れるハート:]
そんなわけでﾄﾘﾌﾟﾙﾐﾗｺｰが起きたわけですよ。

もうまひるさん、幸せです[:パー:][:ハート:]
いつ死んでもいいです[:パー:]
ﾏｼﾞ泣きそうになりました[:悲しい:]

あ。それで２部のｿﾛ曲。

もう忠義ｿﾛなんてｶﾞﾝ見!!!!![:びっくり:]
ﾏｼﾞあんなの目の前で歌われた日にゃ妊娠しますけど何か???[:パー:]
なんか途中泣きそうになってちょっとこらえたもん[:ポロリ:]
すばるのｿﾛがまたすごくいいんだなぁ[:ハート:]
すばるﾜｰﾙﾄﾞ全開!!!!
ヒナﾁｬﾝのｿﾛはﾀﾞﾝｽを必死で見ててあんまり

覚えてないです。(ﾁｰﾝ
でも振り付けがやっぱり屋良ﾁｬﾝっぽいってすぐわかった。

亮ﾁｬﾝと歌おうのｺｰﾅｰはみんなでﾍﾌﾞﾝﾘ歌って[:ぴかぴか:]
すごく気持ちよかったです[:ハート:]

また詳しい感想は明日にでも書きます。

とにかく今日は幸せをたくさんもらいました。

ありがとう、ｴｲﾄ。

ありがとう、忠義。

ありがとう、ヒナﾁｬﾝ。

ありがとう、丸ﾁｬﾝ。

みんなが大好きです[:ハート:]



今日は何気５時起きで眠いので寝ます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お馴染みの方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Ｗｅｂﾊﾟﾁもありがとうございます。

ちゃんとｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.16 Mon 山梨公演簡単ﾚﾎﾟ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

簡単ながら山梨公演の感想などを書きたいと思います。

ちょっとあまりはっきり覚えてないので

ﾆｭｱﾝｽ的な発言になりますがお許しを。

１部に遅れて入ったので２部で見たんですが

ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞは赤い特攻服で真ん中の通路に登場。

で、１部のＭＣで山梨についてからヒナﾁｬﾝ、忠義、章大、丸ﾁｬﾝで

甲府駅近くの焼き鳥やさんに入ったらしいです。

そこで判明したらしいのですが

丸ﾁｬﾝは掛け算が出来ない[:悲しい:]
ﾒﾝﾊﾞｰが九九の問題だしたら

最初の３×７はあってたけど
後はｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞでした。(笑
で、丸ﾁｬﾝは「ﾒﾝﾊﾞｰに掛け算ぐらい出来ない人

おってもいいんだよ」的発言をしたら

亮ﾁｬﾝが「ﾀﾞﾒ」って言ったら

丸ﾁｬﾝが「人ってゆう字は支えあって出来てるでしょ???
ｵﾚは支えられてる方。」みたく言ったら

すかざす忠義が「そんなの支えたくない。」発言。

で、会場爆笑。

さすが忠義。(笑
そんな大倉忠義が好きです[:ハート:]
どS大倉!!!!(笑
で、ﾚﾝｼﾞｬｰの告白はヒナﾁｬﾝと亮ﾁｬﾝ。

ヒナﾁｬﾝは「今日、誕生日やろ???
２０歳だからﾜｲﾝ買ってきてん。

あとひとつ記念日作りたいねんけど···。

ｵﾚとお前が付き合ったって記念日[:ハート:]」
会場内からｷｬｰと歓声が。(笑
亮ﾁｬﾝは「みんなで一緒に居てもお前のことだけ見てしまうねん。

ｵﾚ、お前のこと好きかも···好き。

うん。好きやねん。」みたいな感じで



また会場からｷｬｰと歓声が。(笑
で、ﾌﾞﾗｯｸがﾌﾞﾙｰの彼女の本当の彼氏に

ﾌﾞﾙｰに彼女を譲ってやって欲しいとお願いをしに行った時、

ﾌﾞﾗｯｸは殴られても全然普通にしてて。(笑
普通は殴られるお芝居って殴られた方向に顔向けるでしょ???
それしなくて殴られても殴られても

彼氏にくいついていってて

会場爆笑。

で、途中でｵﾚﾝｼﾞが中をわって入ってくるんだけど

ｵﾚﾝｼﾞも殴られるのね。

ｵﾚﾝｼﾞは顔ちゃんと殴られた方向に顔向けてて。(笑
でも平気な顔のお芝居するの。

で、彼氏がｷﾚて去ったあとにｵﾚﾝｼﾞが「痛〜い!!!!」って
しゃがみこむのね。

それで「ﾌﾞﾗｯｸよく耐えたな」って言うんだけど

ﾌﾞﾗｯｸは「ﾚﾝｼﾞｬｰｽｰﾂを着てるからな」って言ったら

ｵﾚﾝｼﾞが「ｵﾚも着てるぞ」ってな感じで。

で、ﾚﾝｼﾞｬｰの最後にﾌﾞﾗｯｸが隊長みたいな感じになって

高いところから各ﾚﾝｼﾞｬｰのﾌｧｰｽﾄｷｽの味を言え!!!!って言い始めて。
ﾌﾞﾙｰが放課後教室に居たら女の子に押し倒されて

ﾁｭｰされました。って言ってた。

味のことも言ってたけど忘れました。(ｺﾞﾒﾝなさい
ﾅｽは女の子がｸｰﾙﾐﾝﾄのｶﾞﾑを噛んでたので

ｸｰﾙﾐﾝﾄの味がしましたって言ったら

ﾌﾞﾗｯｸがﾘｱﾙだなって言ってました。(笑
ﾚｯﾄﾞは中１の時に他の学校の中３の先輩と公園のﾍﾞﾝﾁで

ﾁｭｰされました。って言ってました。

しかも味はﾀﾊﾞｺの味がしましたって言ってた。(笑
ｲｴﾛｰは綺麗なお姉さんと。つばの味がしました。って

ﾘｱﾙ発言。(笑
ｵﾚﾝｼﾞはお父さんにﾁｭｰされたらしく

でもお父さんが歯周病だったためとても臭かったそうです。(笑
今でも匂いがとれません。って言ったら

ﾒﾝﾊﾞｰと会場内が爆笑。

忠義は場所は覚えてないけど排水溝の味がしました!!!!って
言ってて爆笑。

会場からヨコは???みたいな声もあがったけど



ヨコはなかったです。

ｱﾝｺｰﾙは１回で無限大。

で、まひる的観点から言うと忠義はかなりお疲れだった模様。

終始へばってる様子が見えました。

で、ひとつ気になったのが「いつか、また···｡」の時

忠義が使ってる楽器が普通の木の箱みたいに見えたんだけど

あれはｶﾎﾝなのかなぁ。

ｶﾎﾝっていう箱みたいな民族楽器があるんですよ。

それみたいに見えたんだけど

実際のところはわかりませんでした。

ちなみにｵﾊﾞﾛｸの時に２階に登場したのはｽﾃｰｼﾞから見て

右側が忠義。

真ん中が亮ﾁｬﾝ。

左側がヒナﾁｬﾝでした。

１部ではまひるの席からは亮ﾁｬﾝが親子席にﾌｧﾝｻしてる姿が

見れたぐらいで

ヒナﾁｬﾝとか忠義は見えませんでした。

あ。あとヨコが山梨って好きなんですよー的発言してて

なんでかって言うと数年前にすばるとヒナﾁｬﾝと

雑誌の取材か何かで来てそれで美味しい焼肉やさんを発見して

そこにわざわざ来たらしいです。

でも１回だけど[:パー:]って言ってました。

それで２部。

MCでは山梨の特産物の話と
山梨の人はどこで遊ぶの???みたいな話になりました。
で、前回山梨に来た時もほうとうの話になったんですけど

今回もほうとうの話になって。

唯一ｴｲﾄﾒﾝの中でほうとうを食べたことある丸ﾁｬﾝが

「煮込みうどんの中に平たいきしめんみたいな麺を入れた感じ」

みたいに説明したら亮ﾁｬﾝだったかな???（違うかも
「ほうとうは山梨の料理ちゃうやろ???」みたいな話になって
「秋田???」「それはきりたんぽやろ???」
って言ってました。

ちなみに丸ﾁｬﾝが正解です[:ぴかぴか:]
で、ひたすら山梨は田舎みたいな話が出てて



忠義も田んぼばっかりやもんなぁって言ってた。

田舎だけど違うんだって!!!!![:パー:]
ｺﾝｻｰﾄ会場がある場所が特に田舎なんだって[:パー:]
山梨は珍しい街で駅前とかが寂れてるんです。

だから郊外とか出るとちゃんと遊ぶとこもあります。

で、亮ﾁｬﾝが「田舎だとすることないから子沢山になる」って

４人兄弟のくせにぬかしました。(笑
で、ﾒﾝﾊﾞｰの兄弟の話になってヨコのとこは６つ離れてるから

幼稚園の遠足の時にｵｶﾝがお腹が大きくて

きてもらえなくて寂しかったみたいなこと言ってました。

だからその時の写真はヨコはふてくされて写ってたそうです。

で、丸ﾁｬﾝとこは小６の時に兄弟が生まれたから

友達とかにからかわれて恥ずかしかったそうです。

で、ﾚﾝｼﾞｬｰの告白は亮ﾁｬﾝと丸ﾁｬﾝでした[:ハート:]
内容は忘れちゃったけど

２部ではｷｬｰって言う歓声よりも

ﾋｭｰﾋｭｰみたいな妙なﾉﾘで面白かったです。

このﾋｭｰﾋｭｰは結構会場内で何箇所か言ってる

場面がありました。

あ。あとﾚﾝｼﾞｬｰの時、前日の埼玉でもそうだったみたいですが

山梨でも丸ﾁｬﾝとすばるがずっと手を繋いでて

めちゃくちゃ可愛かったです[:ハート:]
で、ｱﾝｺｰﾙはﾄﾘﾌﾟﾙｱﾝｺで

無限大とｽﾞｯｺｹと最後が挨拶でした。

挨拶の時にすでに亮ﾁｬﾝとすばるは

ﾊﾞｽﾀｵﾙを腰に巻いてて

ヒナﾁｬﾝが下から覗いてました。

最後の最後の方で亮ﾁｬﾝはﾊﾞｽﾀｵﾙが限界だったようで

走ってはけました。(笑
結構ﾀｵﾙずり落ちてました。(笑
で、最後ヨコが会場に「ﾋﾟｰｽ!!!ﾋﾟｰｽ!!!」って言ったら
すごい勢いでお客さんから帰ってきたので

ヨコが喜んじゃって最後まで「ﾋﾟｰｽ!!!ﾋﾟｰｽ!!!」って言ってました。
あ。そういえば２部の時、ヒナﾁｬﾝがいきなり客席に

向かって１部の時も居たよね???って
２部に入ってた男子に言って

それでヒナﾁｬﾝが男子だけ煽ったら



すごい反応が返ってきて

すごくヒナﾁｬﾝも喜んでました。

まぁ、ちょっとﾆｭｱﾝｽ的発言多かったんですけど

こんな感じの山梨公演でした[:ハート:]

また思い出したらちょこちょこ書いていきたいと思います。

山梨公演お疲れ様でした[:ぴかぴか:]

あ。そういえば今日の滝沢演舞城に章大が行ったみたいですね。

ｽﾃｰｼﾞにも少し上がったみたいで。

裏山ｼｽです[:てれちゃう:]

なんかそういえばｼﾞｬﾆｰさんが博貴のｴｲﾄ復帰はないみたいな

発言したみたいですね。

博貴が居なかったらｴｲﾄじゃないし。

今まで博貴のことずっと待ってたﾌｧﾝを裏切るような

発言はしないで欲しいなって思います。

あたしはこれからも博貴を待ち続けます。

ｴｲﾄに戻ってくると信じて。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ちゃんとｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]



2007.07.17 Tue 自意識過剰。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

あたし、自意識過剰だと思うんですけど

時々すごく不安になるんですよね。

もし、忠義がこの場所を知っててまひるのことを嫌いだったら

どうしようって。

ﾎﾝﾄにただの自意識過剰で妄想にしか過ぎないんですけど

でもあたしすごく自分のｽﾍﾟｰｽだからって

自由に書きすぎだと思うんです。

そんなあたしを好きだと言ってくれる人も

いるんですが

やっぱり不愉快に思われてる人が多数いることも

事実だと思うんです。

その中に忠義も居たらどうしようって思うと

不安で不安でこうして書かずには居られません。

あたしってﾎﾝﾄはすごく自分に自信がないし、

大手を振って大倉担なんて言っていいんだろうか

って最近すごく思うんですよね。

別に特に何かがあっててわけじゃないんですけど

あたしが大倉担を名乗って忠義の迷惑なんじゃないかとか

いつもそんなことを考えています。

だからｴｲﾄｺﾝで忠義が近くに来た時

すごく手が震えました。

あたし、ここで手を出していいのかなぁ???とか
すごく思いました。

でも４年間頑張ってきて今までになかったﾁｬﾝｽを

失いたくなかったので勇気を出して手を差し出してみました。

もうﾎﾝﾄに心臓なんてﾊﾞｸﾊﾞｸだし

口から心臓が出ちゃうぐらいﾄﾞｷﾄﾞｷしてました。

でも見守ってくれた空（＠章大）、背中を押してくれた

空のおかげで忠義と握手することが出来ました。

あたしひねくれ者ってゆーかで

幸せになったりしててもﾎﾝﾄは忠義、ｲﾔじゃなかったんだろうか



とか余計なことばっかり考えちゃうんですよ。

そんな忠義に取ったらあたしなんて気にも留めるほどの

人間じゃないし、ﾎﾝﾄに大勢の中の１人でしか

ないわけですよ。

でもすぐ裏をかいた考えをしちゃうんですよね。

素直に喜べないってゆーか。

ﾎﾝﾄ可愛くないですよね。（苦笑

でも忠義と握手できたことはﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに嬉しかったし

この先あるかどうかわからないﾁｬﾝｽだったわけで。

だからﾎﾝﾄにこんなあたしでもﾌｧﾝでいさせてくれる

忠義に感謝しています。

実際は認められてるかどうかもわかりませんが

忠義の行動、言動で一喜一憂してしまう自分が

情けなかったりまだまだあたしって小者だなって思います。

でもﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに忠義が大好きなんです。

忠義はあたしのすべてではないけれど

忠義が居なくなったらすべてがﾀﾞﾒになるって思うんです。

そのぐらい大切な人で

迷惑かもしれないけど

それでも好きで居させてください。

こんなに人を好きになったことってﾎﾝﾄにないんです。

忠義の笑顔見られただけで天にも昇る気持ちになれるんです。

忠義の幸せがあたしの幸せなんです。

いつか自信持って日ごろの感謝の気持ちが

伝えられたらいいなって思います。

そんな日こないかもしれないけど

でもでも忠義にいつか感謝の気持ちを伝えたいです。

なんかいつも強気発言のまひるがこんなに弱い人間だって

ｶﾞｯｶﾘした人もいるかもしれませんね。

期待裏切ってｺﾞﾒﾝなさい。

でもあたし、忠義のためだったらいろんなこと

頑張れるんです。

ﾌｧﾝだったら当たり前のことなんですけど

ﾗｼﾞｵのﾘｸｴｽﾄ頑張ったりﾃｲﾁｸさんやTV局さんに
お礼のﾒｰﾙ送ったり影でひっそりこっそり活動しています。



それが少しでも忠義の次の仕事に繋がったらいいなって思うので。

なんか今まで自担のためにここまで頑張れたことって

ないんですよ。

頑張りやさんの忠義だからまひるも真剣に答えなくちゃ

いけないなって思うんです。

忠義の努力を無駄にしたくないし、

これからも頑張って欲しいなって思うので。

忠義はまだまだたくさんの可能性を持ってる素晴らしい

才能の持ち主だと思うんです。

それをひとつひとつ開花させてあがるのもﾌｧﾝの役目だと

思うんです。

そりゃ忠義の努力が１番ですけど。

だから微力ですが忠義のことを少しでも

支えられたらいいなって思います。

まだまだ自信のないあたしですけど

でも少しでも忠義の力になりたい。

そう思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

おなじみの方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

Webﾊﾟﾁの方もありがとうございます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ちゃんとｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます。



2007.07.17 Tue やっぱり忠義のことが好き。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下ｴﾝﾄﾘｰではすみませんでした[:悲しい:]
勝手に妄想して勝手に落ち込んだりして[:汗:]
でももう大丈夫です。

ﾎﾝﾄに自意識過剰にも程があるし、

もうちょっと自分に自信持とうって思いました。

自分に自信のない人はやっぱり輝けませんし[:たらーっ:]
もうすっかりいつも通りのまひるです[:ぴかぴか:]
いちいち気にしてたらﾌﾞﾛｸﾞなんて書けないですよね[:たらーっ:]
ｺﾒﾝﾄくださった方ありがとうございます[:ハート:]

いやぁ、春休みも今日で終わりです[:悲しい:]
すごく充実したお休みでした[:てれちゃう:]
４日間だったけど連休がもらえて良かった[:ハート:]
また次いつまとまった休みがもらえるかわからないけど

それまで頑張って働こう[:GO!:]

そうそう、やっと東方神起の[:CD:]買ったの。
「LOVIN'YOU」。
もうすごく大好きな曲でさすがﾃﾞｲﾘｰﾁｬｰﾄ２位に

なっただけのことはあるなぁって。

この間、[:テレビジョン:]見てたら
東方神起のﾂｱｰの密着みたいなやつやってて

（まぁ、まひるの行きたかったﾂｱｰなんですけど）

東方神起はﾀﾞﾝｽもうまいんですよ[:ハート:]
踊る曲、聞かせる曲みたいなのがあって

すごく好きなんです[:ハート:]

あ。やっとｦﾀ誌買いました[:ハート:]



まだ少ししか読んでないんだけど

忠義はﾀﾞﾝｽもうまいよね[:ハート:]
亮ﾁｬﾝも褒めてくれてるけど

すごく指の先までしなやかに踊る忠義が好きです[:ハート:]
(↑亮ﾁｬﾝはそこがｷﾓｲって言ってたけど。
体が大きいからすごくﾀﾞﾝｽが生えるし。

もうExplotion（綴り違うかも）のﾀﾞﾝｽとかﾏｼﾞ痺れる。
ただﾁｬﾝ、SEXY−[:ハート:]って毎回思う。
なんか前回のﾂｱｰまでそんなに好きな曲じゃなかったのね。

実は。

でも山梨で間近で見てめちゃくちゃｶｯｺｲｲ[:揺れるハート:]って思って
大好きになった[:ハート:]
あとやっぱagree？かな。
これは忠義踊ってないけどすごくﾃﾝｿﾝのあがる曲。

ついつい頭の線が切れそうになる。(笑
まひるたん、逝っちゃって!!!!!って感じ。(笑
「ﾐｾﾃｸﾚ」と「悲しい恋」もﾌﾞﾁｷﾚそうになるし。(笑
すごく好き[:ハート:]

なんか昨日、筋肉痛がMAXだったんだけど
右腕が筋肉痛なのはわかるけど

左腕も筋肉痛でちょっとｳｹた[:てれちゃう:]
何をそんなにｷﾊﾞったんでしょうか???
あたし[:パー:]
うちわも１部では１回しか使わなかったし。(笑
あぁ。２部では結構使ったなぁ。（笑

あたし図々しいからひとつのうちわにひとつの文字なんですよ[:パー:]
このうちわ、忠義に見えてるかどうかは

わからないんですけど

離れた席にいる友達に発見されたことはあります[:たらーっ:]
とゆうかなり図々しいうちわです[:てれちゃう:]
なので普段は「倉」を忠義の方に向けてもう片方の手は

ﾍﾟﾝﾗを持ってます。

ちなみにうちわは空（＠章大）と色違いのｵｿﾛです[:揺れるハート:]



忠義を大好きなあまり自分を見失うこともありますが

これからもまひるｽﾀｲﾙを貫いて

忠義の応援頑張りたいと思います。

忠義、こんなわけわかんないﾔﾂでｺﾞﾒﾝね。

でもあたしはあなたのことがﾎﾝﾄに

大好きだし、少しでもあなたの力になれる女になりたいの。

愚かな女かもしれないけど

それでも忠義のことが大好きです。

もっともっと自分に自信の持てる女になりたいと

思ってるのでこれからも

大好きでいさせてください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄの方もちゃんと読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.18 Wed 滝沢演舞城DVD。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

滝沢演舞城のDVD見たぁー[:ハート:]
ちょうどもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞの移動する前の最後らへんに

書いた日記が滝沢演舞城を観に行ってて。

だからすごく懐かしい[:ぴかぴか:]
やっぱりDVDになると舞台そのものの臨場感みたいなものを
感じることって難しいんだけど

でもすごく良かった[:ハート:]
まひるは演舞城、２回観に行ったんだけど（真ん中らへんと楽の２回）

DVD撮りしたのが楽日の前日ってことで
忠義とﾀｯｷｰのｱﾄﾞﾘﾌﾞの部分は楽とそんなに変わりはなかった。

でも確か楽では忠義がこずえさんのﾏﾈとかもしてた。(笑
あの舞台で忠義の素の面白さが開花された気がするもん。

なんかﾀｯｷｰとお芝居してる時の

忠義ってすごく生き生きとしてるよね。

結構役も重要な役だったからってのもあるけど

すごく楽しんでやってるのがわかる。

なんかちょっと可愛い弁慶も忠義ならではだと思うし。

それでやっぱ弁慶と義経の最期には泣いたし[:悲しい:]
あれは何度観ても泣ける[:悲しい:]
舞台のDVD見て泣いたの初めてなんですけど[:パー:]
もう弁慶に矢が刺さり始めた時点からｳﾙｳﾙしてて

うーわ。最期だって思うと涙が出てきて。

義経とかﾎﾝﾄに不運だなぁとか思って

すごく泣けるし[:悲しい:]
好きになった人が自分の妹だったり

なくしたものも多くて結局は自分の腹違いの兄弟に

殺されちゃうし。

なんかそうゆうのが一気にﾌﾞﾜｰっと頭の中

駆け巡って涙が溢れてくるんだよね。

あとね、すごく好きなのが白虎隊の時の

忠義がもっそい男前[:ハート:]



あれは何度観ても惚れる[:ハート:]
あと、ﾀｯｷｰが女形やってて

忠義が殺されそうになってﾀｯｷｰが慌ててくるじゃない???
あの時のﾀｯｷｰの舞がすごく好き[:ハート:]
あとｼﾞｬﾆｰｽﾞでは恒例のﾏｽｸのｼｮｰ部分。

あれ何気に何度観ても好きなんですけど[:揺れるハート:]
ｼﾞｬﾆｰｽﾞってすごいなっていつも思う。

やることがﾎﾝﾄど派手ですごいｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄだなって思う。

やっぱ忠義も雑誌で言ってたけど

ｼﾞｬﾆｰｽﾞって魅せるﾀﾞﾝｽをやってるじゃない???
だからﾎﾝﾄ見ててｶｯｺｲｲなって思うし

惹かれる部分でもあるよね。

だからｼｮｰﾀｲﾑなんてすごくｶｯｺｲｲなぁって思う。

あたしはVenusを踊ってる忠義が１番好きなんですけど[:ハート:]（笑
普段振りを全く練習しないあたしが久々に

忠義と踊りたくて練習した曲。(笑
そこに力を入れるんですか???[:パー:]まひるたん[:パー:]
あぁ。今年も出来たら観に行きたいんだけどなぁ。

去年との違いを見比べたい。

今年も殿は頑張ってるみたいだし[:てれちゃう:]
ま、そんな時間もお金も余裕ないんですけど[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li

つーか調子こいてｴｲﾄのﾄﾞﾗﾏのDVD、単品のやつも予約しちゃった[:ハート:]
ﾏｰｼﾞ楽しみなんですけどぉー[:てれちゃう:]
だってだって特典映像見たいんですもん[:てれちゃう:]
だってだってﾄﾞｰﾑｺﾝ行けないなら映像で萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]
しなくちゃ。

あ。昨日のむちゃ∞ﾌﾞﾘの忠義、めっちゃ面白かった[:ハート:]
ｽﾀｼﾞｵでも餅をほおばる忠義が可愛かったし、

ﾛｹでもぐにゃんぐにゃんになってる忠義がめちゃ可愛かった[:ハート:]
姉さん、激しく萌えましたけども[:揺れるハート:]
あたしもあれやってみたい。

あとヒナﾁｬﾝがやってた指圧のやつとか。



まひるのｶﾁｺﾁの肩をほぐして欲しいわ〜[:てれちゃう:]
ヒナﾁｬﾝのﾊﾟﾝﾊﾟﾝに張ってる足が柔らかくなるなんて[:揺れるハート:]
めっちゃやって欲しい。

痛がってる時のヒナﾁｬﾝののけぞり具合が面白かった[:てれちゃう:]
あ。すいません。

すっかり忠義寄りｺﾒﾝﾄで。

あ。いつもですけど[:パー:]（笑

じゃ、この辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.20 Fri ★ｺﾒﾚｽ★

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

遅れましたがｺﾒﾚｽやりますね。

いつもたくさんのｺﾒﾝﾄありがとうございます。

感謝感激雨嵐（なんのひねりもない）でございます。

ありさﾁｬﾝ（＠忠義）

みおり（＠忠義）

海ﾁｬﾝ（＠∞）
ももよさん（＠すばる）

ユウコさん（＠亀梨・忠義）

壱さん（＠忠義）

竜奈さん（＠竜也）

りぃさん（＠忠義）

結希（＠すばる）

SUN★SMILEさん
真優（＠章大）

ありさ（＠博貴）

ゆいさん（＠忠義）

タダリンさん（＠忠義）

えーと。

７月１１日までのｺﾒﾚｽになります。

途中でｺﾞﾒﾝなさい。

また続きは来週やりますね。

ﾎﾝﾄに亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝなさい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


初めましての方も同担の方も

お馴染みの方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです♥

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日読ませていただいてます♥ ありさﾁｬﾝ（＠忠義）
全然まひるちゃんでかまわないですよー。

あぁ。そうですか。（笑

笑ってもらえて良かったです♥

相ﾘﾝＯＫなので後でﾌﾞﾛｸﾞの方にお返事にうかがいますね。

こちらは早速ﾘﾝｸ貼っておきますねー。

みおり（＠忠義）

ｺﾞﾙﾏｲの握手会楽しかったようで。

まひるも行きたかったなぁ。

あ。了解。ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸのＣＭの話はｽﾙｰで。(笑
まひるはﾃﾚｶﾞｲは大阪の友達に頼んであるんだよね。

なんか普通に地方版のやつも置いてあるお店らしくて

友達が一緒に買おうか???って言ってくれて。
それまではﾈｯﾄで買ってたんだけど。

源ﾁｬﾝの殺し方がすごい仕事人っぽい。

松岡くんもすごかったよね???
どんな毒だよ!!!!って一人突っ込みしてました。
丸ﾁｬﾝの沖田総司も楽しみだよねー♥

あたし時代劇好きだから余計に楽しみ。

海ﾁｬﾝ（＠∞）
とりあえず元彼が恋しい病は治まりました。

結果やっぱ忠義だよねーということになったので。(笑
でもﾎﾝﾄ恋って難しいよね。

ﾎﾝﾄに好きな人には振り向いてもらえなくて

どうでもいい人にｱﾋﾟられたり。

でもちゃんと運を手にしてる人だって



たくさんいるわけで。

まひるは忠義以外に今好きな人っていないから

どうにもならないけど

海ﾁｬﾝはしっかり手に入れてね。

博貴のこと好きだったんだね。

博貴がいなくなってからｴｲﾄｺﾝに参戦するようになった人

結構いるんだよね。

意外な感じがするんだけどね。

でも一緒に博貴のこと待とうね。

eighterの気持ちが事務所に届いたらいいなって思います。
海ﾁｬﾝも高校生に間違えられるんだ???
まぁ、あたしは今年２４だから問題ありなんですけど

海ﾁｬﾝはまだ若いと思うもん。

あたしも休みは完璧ｽｯﾋﾟﾝ派。(笑
遠出する時はさすがに化粧するけど

近所ぐらいじゃ全然ｽｯﾋﾟﾝ。

亮ﾁｬﾝはいつでも完璧にﾒｲｸしてて欲しいみたいだから

あたしは亮ﾁｬﾝの圏外にいます。(笑

ももよさん（＠すばる）

そうなんですよね。

ついつい我儘になってしまうとゆーか。

ﾎﾝﾄ、あたしの周りにもたちょのような人が居たらいいのに。

それはそれで苦しいのかもしれないけど。(笑
今のあたしはたちょがﾘｱ恋です。(ｱｲﾀﾀ発言
山梨公演最高でした♥

今までで１番幸せな瞬間でした。

もう台風も蹴散らしてしまうｴｲﾄﾊﾟﾜｰ最高でしたね。

次はいつ会えるかわからないけど

それまで頑張ってお金貯めたいと思います。

ユウコさん（＠亀梨・忠義）

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

しかも毎日見てくださってるとか。

ﾎﾝﾄにありがとうございます。



源太の告白のｼｰﾝ良かったですよねー♥

めっちゃ胸がｷｭｰﾝってしました。

ﾎﾝﾄ源ﾁｬﾝ最高でしたね。

あ。こちらこそ仲良くしてください♥

壱さん（＠忠義）

改めまして。

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

仕事人良かったですよねー。

視聴率も良かったようで。

余計に嬉しいですよね。

いえいえ、まひるよりもっともっと上目指してくださいよー。(笑
まひるより面白いﾌﾞﾛｶﾞｰさんたくさんいますからね。

あ。全然お邪魔じゃないですよ。

ぜひぜひこれからも遊びに来てお気軽にｺﾒﾝﾄ

してってください。

竜奈さん（＠竜也）

あぁ。わかります。わかります。

たちょがいいって言うなら家出覚悟しちゃう気持ち。

源太の仕事のやり方かっこよかったですよね???
めちゃ好きです♡

あ。時代劇見たの初めてだったんですか???
素晴らしい時代劇ﾃﾞﾋﾞｭｰじゃないですか???
まひるは親が時代劇派なので

違うTVとか見てても時代劇にﾁｬﾝﾈﾙ変えられちゃったりしたんで
自然と時代劇っこに。(笑

りぃさん（＠忠義）

まひるは２年前のﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ見てなかったんですよ。

仕事で見られない日が多かったので。

だから突然あの事件を知って驚きました。

それからずっとたちょが８→１をWebに書いてくれていて。



すごく嬉しかったです。

今週も書いてありましたよね。

たちょは今も諦めてないんだなって思って

またまた嬉しくなりました。

ｴｲﾄﾒﾝの気持ち、eighterの気持ちが事務所に届くと
いいなぁって思います。

結希（＠すばる）

そっかぁ。

博貴をﾘｱﾙに見たことないのかぁ。

なんか不思議な感じがするなぁ。

意外といるよね。

博貴をﾘｱﾙに見たことない人って。

まだ当時はｴｲﾄは関西ﾒｲﾝの活動だったし。

ﾂｱｰとかやり始めたのも７人になってからだし。

それでも待ってくれてる人がいるって嬉しいことだと思う。

あ。たちょ贔屓のすばる担ですか???
あたし誰だろなぁ???
前は亮ﾁｬﾝ贔屓の忠義担だったんだけど

最近他の７人から選べないんだよね。(笑
忠義への想いが強すぎて。(笑

SUN★SMILEさん
生で博貴見たことない人結構いますよね???
まひるは元々関ｼﾞｭ担だったんで

博貴がｴｲﾄになる前から見てるんですけど。

FIVE WESTの頃から博貴好きな友達とかもいましたし。
でも博貴が居なくて寂しい思いをしてる人は

たくさんいるんですよね。

WS見たけどすごく大人になった博貴がいましたね。
とにかくｴｲﾄに１日も早く帰ってこれるといいなって

思います。

真優（＠章大）



ｺﾒﾝﾄありがとうー♥

じゃ、早速呼びタメで。(笑
山梨公演めちゃくちゃ楽しかったよー。

久々に燃えた。(笑
きっと真優の気持ちが届いたんだね。

ありがとう。

あたしかなり運を使い果たした感があるので

当分ｺﾝもないし、大人しくしてますよ。(笑

ありさ（＠博貴）

久しぶり。

ありさ、今まで頑張ってきたもんね。

あたしでさえ、博貴の仕事復帰には涙したし。

やっぱりすごく嬉しかった。

待ってて良かったって思った。

(＞Д＜)ゝ”了解!
ﾌﾞﾛｸﾞの方お邪魔するねー。

あ。手紙届いてた???
良かった。

ゆいさん（＠忠義）

仙台は最高に楽しかったようで

良かったです♥

あたしも生でたちょの泥酔話を聞きたかったです。

仕事人も良かったですよねー。

博貴の言葉すごく重く受け止めました。

ﾎﾝﾄにあれからいろんなことがあったんだなぁって

改めて思いました。

ﾌﾟﾚｿﾞﾝ楽しんできてくださいね。

十分に博貴のことを支えてきてあげてください。

タダリンさん（＠忠義）

担当というのはｼﾞｬﾆﾌｧﾝ用語で

１番好きなﾀﾚﾝﾄさんのことを担当と呼びます。



なので普段まひるは大倉担と名乗ってるのですが

タダリンさんもたちょのことが１番好きということなので

大倉担になりますね。

他わからないことあったらいつでも聞いてください。

お返事遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。



2007.07.20 Fri 脳内大倉忠義。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやりました。

７月１１日までですけど。(笑
すみません。

ｺﾒﾚｽやってたら途中で果てました[:悲しい:]
ﾎﾝﾄ亀ﾚｽで申し訳ないです[:悲しい:]
来週続きやりますねーん[:ハート:]

今週珍しく金曜日に休みなのです[:GO!:]
それはー、春休みがあったからぁー♪

（↑なぜ歌う???[:パー:]
でもまひるさん、現実逃避してますけど何か???[:パー:]
頭の中は薔薇色、山梨公演さぁー♪

現実に戻りたくないの。

ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
もうね、仕事行きたくないの。

ずっと[:家:]で脳内忠義やってたいの[:ハート:]
（↑人間失格。

そんなんじゃただﾁｬﾝに嫌われちゃうからお仕事頑張るの[:ハート:]
(,,ﾟДﾟ) ｶﾞﾝｶﾞﾚ!　まひるたん!!
何々???
この忠義への気持ちが日に日に強くなる感じ[:パー:]
もう抜け殻なんですけど[:パー:]
軽く脱皮してますよ[:パー:]
もしくは放心状態[:パー:]
（↑人間失格。

そう、一昨日の夜２時ぐらい???
寝てたら急にお腹痛くなってﾄｲﾚに行ったのね。

その帰りあまりのお腹の痛さで廊下で気を失いました[:パー:]



たぶん３０分ぐらいして気がついたのかなぁ。

お腹痛いのは治ってたんですけど

ｱﾊﾞﾗを打ったので次の日の朝、ｱﾊﾞﾗが痛くてﾋﾋﾞでも

入ってるのかと思ったけど

夕方にはｹﾛっとしてました[:ぴかぴか:]
（↑ﾀﾞﾒ人間ですわ。

つーか先週のTVｶﾞｲ???
あのｼﾞｬﾆｰｽﾞ満載のやつね。

あの忠義のﾎﾟｰｽﾞがめたんこ可愛かった[:ハート:]
空（＠章大）と[:セブン:]で見てて倒れるかと思った[:てれちゃう:]
何???何???あの可愛さは犯罪ですけど[:パー:]
もう無理ですばい!!!!![:ラブラブ:]
まぁ、ｦﾀ誌のただﾁｬﾝ自撮りのﾎﾟﾗの変顔さえも

愛しく見えてしまうあたしは病気ですか???[:パー:]

あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

もう今日は無理です[:悲しい:]
脳内忠義にさせてくだﾊﾟｲ[:ハート:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽ只今停滞中。

来週には全部やります寄って煮[:悲しい:]
初めましての方も同担の方も

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


お馴染みの方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日読ませていただいてます[:ハート:]



2007.07.21 Sat 会いたいだけがすべてじゃなくて

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、やっぱ休みだと腑抜けになるね[:たらーっ:]
今日は仕事なんだけどしっかり仕事ﾓｰﾄﾞだもん[:てれちゃう:]
昨日まで脳内大倉忠義とか言ってｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞになってたのが

ｳｿのよう[:てれちゃう:]
でもどうせまた休みになるとﾃﾞﾚﾃﾞﾚになっちゃうんだけどね。

あ。ｴｲﾄのみなさん、岡山お疲れ様でした。

今日、明日は広島ですね

ここから怒涛のﾗｲﾌﾞ三昧の日が続くんですが

あまり体力のない大倉忠義さんが心配です[:汗:]
あとﾎﾝﾄ長丁場になるんでみなさん体調管理と

怪我にだけは気をつけていただきたいです[:ぴかぴか:]
でも忠義って突然火事場のくそ力を出してくる時があるんで

忠義さんはそれで乗り切ってください[:パー:](笑
ｽﾀｯﾌさんも大変かと思いますがﾖﾛｼｸお願いします。

あぁ。いいなぁ。

まひるもｴｲﾄとﾗﾎﾞﾗﾎﾞしたいなぁ[:ハート:]
なんかﾗｲﾌﾞが始まるまでは早く来て欲しいって思うけど

いざ終わってしまうとあっけないもので

どこどこに行きたいってゆー欲求だけが毎日襲ってきます。

あっけないものと言ったけどそれでもｴｲﾄが、忠義が

まひるに残してくれたものってすごく大きくて

たくさんの愛に包まれています[:ハート大小:]
まだしばらくは脳内忠義、脳内ｴｲﾄで生きていけますけど[:パー:]
あと約２ヶ月半それで頑張っていきます[:GO!:]
あとは１２月かなぁ。

あるかどうかわからないけどｸﾘﾊﾟの代わりになるものが

あるんじゃないかと。

あぁ。でも１２月だったら今年、まひるはほとんど

忠義に会えてないんだなぁって。



ﾎﾝﾄ数える程度しか忠義に会えてないわけで[:悲しい:]
全国ﾂｱｰは嬉しいけどでも会えない日の方が多いんだよね[:悲しい:]
そう思うとやっぱりちょっと悲しい[:悲しい:]
でも全国のeighterがﾗﾎﾞﾗﾎﾞしてるかと思うと
みんな、たくさん愛し合っちゃえ!!!![:ハート:]
とか普段会えないeighterﾁｬﾝｶﾞﾝ(　ﾟдﾟ)ｶﾞﾚ!!!!って思うわけで。
忠義に会えないのは寂しいけど

嫉妬とかは全然なくて。

ただ自分も行きたいなぁとは思うけど。(笑

じゃ、仕事行ってきます[:GO!:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽ停滞中れす。

来週中にはやりますねーん[:ハート:]
初めましての方も同担の方も

お馴染みの方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:揺れるハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:揺れるハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.22 Sun 大倉忠義から学んだこと。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いいなぁ

広島２DAYS!!!!
なんかやっぱ１日だと寂しいよね???[:悲しい:]
でもｴｲﾄが地元に１日でも来てくれることは嬉しい[:ハート:]
前の日からのお泊りも考えたら

地元にｴｲﾄが２日も滞在してくれたことになるし[:ぴかぴか:]
なんか山梨公演からもう１週間が経とうとしています[:悲しい:]
あっという間です[:てれちゃう:]
なんか今年考えたら忠義に３回しか会ってないってゆーね[:悲しい:]
今まででﾎﾝﾄ珍しいｹｰｽ。

会えない時期は寂しいけど

どこかの土地で忠義が、ｴｲﾄが楽しい時間を過ごしてくれてるのが

嬉しい[:揺れるハート:]
すごく微笑ましい。

後半戦忠義にもっと会えるよぅに

お仕事も頑張るし、休みも少しでももらえるように

休日出勤もします[:グッド:]
頑張るよ。まひるさん。

忠義に会えるためだったら頑張れる[:グッド:]
これからもしまひるが夢をかなえることが出来たら

もっとｺﾝとか行けなくなると思うんだよね。

仕事始めてみなくちゃわからないけど

でもすごく大変なお仕事だし、

それだけやりがいのある仕事で

まひるはその夢をかなえるために

専門学校にも行ったし

今、この仕事をしてるのも勉強のため。

もともと接客は嫌いじゃないから最近は仕事が楽しい[:ぴかぴか:]
一時期はﾎﾝﾄｲﾔで辞めようかと思ったの。

仕事がｲﾔだったんじゃなくて人間関係で。

なんのためにあたしは働いてるんだろうって思った。



でもそれを乗り越えたらすごくﾗｸになって

あたし頑張れる!!!!って思ったのね。

忠義ﾊﾟﾊﾟも某大学の講演でちょっとだけ忠義の話したらしいのね。

息子はいつも諦めなかったから今があるみたいなこと

言ったみたいでなんだか嬉しかったです[:ハート:]
あたしは諦めないって言葉を忠義から学んだし、

努力って言葉も忠義から学んだ。

今のあたしがそれをどれだけ実行できてるかわからないけど

でも忠義に負けない人でありたいと思う。

大倉担として恥じないあたしで居たいと思う。

あたし、忠義ﾊﾟﾊﾟのことはよく知らないけど

たぶん一代で今の会社を築いた人。

そう簡単に自分の息子を褒めるわけがないと思う。

だからそれだけ忠義はﾊﾟﾊﾟに認められた存在なんだと思う。

あたしは忠義の幸せだけを願う。

忠義が幸せだったらｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞ言わないよ。

でも忠義の幸せを脅かす人がいたらﾎﾝﾄに許せないと思う。

忠義にいつも笑っていて欲しいだけ。

お腹いっぱい好きなもの食べて笑っていて欲しい。

まぁ、ｽﾄｲｯｸ宣言してましたけど[:パー:]
ｱｲﾄﾞﾙとしたらやっぱり体型維持は必要だと思うけど

でも忠義に関しては全然気にならないんだよね[:てれちゃう:]
お腹ﾎﾟｯﾁｬﾘの忠義も(○´艸`)ｶﾜｲｲと思うし[:ハート:]
なので食べたら食べた分だけｼﾞﾑで鍛えてください[:ぴかぴか:]
(↑まひるも人のこと言えるお腹はしてないが[:パー:]
なんかヒナﾁｬﾝの腕が異常に引き締まってたのを覚えてます。

ヒナﾁｬﾝのように筋肉ﾊﾞｶにならなくていいからね[:てれちゃう:]
忠義は多少ﾎﾟﾁｬﾎﾟﾁｬしてた方がｶﾜﾕｽだもん[:ハート:]
(↑恋は盲目[:パー:]
あたしはそんな忠義にまもられたい。(笑

忠義は今頃は寝てるかなぁ???



ｴｲﾄﾒﾝ、ｽﾀｯﾌさん、そしてeighterのみなさん
明日も頑張っちゃってぇー!!!!!

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽ只今停滞中。

来週中にはやります寄って煮。

初めましての方も同担の方も

お馴染みの方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.22 Sun 恋しくて。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

空（＠章大）ときらたん（空の愛娘きらり）が一昨日、昨日と

夏ﾊﾞﾃになったらしくあんまりﾐﾙｸ飲まなくて

みたいな[:メール:]してて
それできらたんにとっては初めての夏だし、

これから夏ﾊﾞﾃ、あせもで大変だよねと言う[:メール:]で
休憩時間を終えて[:家:]に帰ってきたら
空たんから「首が肉で埋もれてるからね。」って[:メール:]が来てたのね。
あたしのことかと思った!!!!![:パー:]（爆笑
そう空に[:メール:]返したら「アホか。(笑）埋もれてへんわ。」って
返ってきてほっとしたまひるです[:ぴかぴか:](笑
どんだけﾄﾞｽｺｲなんだよ[:パー:](笑
はい。埋もれてません[:パー:]
被害妄想もいいとこです[:パー:]

で、おじいちゃんが今隣の部屋に住んでるんだけど

仕事から帰ってきてｵｶﾝも居なかったから

干からびてないかなと思って部屋のぞきに行ったら

干からびかけてた[:悲しい:]
慌ててｸｰﾗｰつけてﾎﾟｶﾘ飲ませた。

しかも夕飯も用意されたものに手をつけてなくて

おはぎだけしか食べてなかったみたいで

慌てて２階からｻﾝﾄﾞｲｯﾁ持ってきて食べさせた。

あぁ。びっくりした。

Σ(ﾟДﾟ；≡；ﾟдﾟ)
ﾎﾝﾄほっとくと２日も飲まず食わずでいるからね[:悲しい:]
この間までうちの近所で１人暮らししてたんだけど

２日も飲まず食わずで道端で倒れてたから[:パー:]
それで引き取ることになったんだけど。

お年寄りって赤ちゃんより手がかかるってゆーよね。

これからまひるさんも大変です[:たらーっ:]



(,,ﾟДﾟ) ｶﾞﾝｶﾞﾚ!　まひるどーん[:ハート:]

あぁぁぁぁぁぁあ。

たっつんと奇跡の再会を果たしてから１週間ですか???[:パー:]
そうですか???そうですか???

たっとーぅん!!!!

もう会いたくてたまらないんですが[:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
とりあえず休みの日に演舞城見て癒されるべ。

たっとーぅんのﾏﾈとかしちゃってはしゃいじゃうんだろーな。

あたし[:悲しい:]
(↑本物のｱﾎ[:パー:]
で、Venus全開で踊って満足しちゃうんだろうな。
あたし[:悲しい:]
（↑痛いお人[:パー:]

だってだってただﾁｬﾝに会いたくて会いたくて

でも今回のﾂｱｰはいいんだ。

空と行きたかったし。

空と終わりたかったし。

だから次何で忠義に会えるのかわからないけど

それまでDVD見て萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]して過ごす[:チョキ:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽ停滞中。

来週中にはやりますねーん[:ハート:]
初めましての方も同担の方も

お馴染みの方もお気軽にｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.23 Mon 愛って深いな。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ふぁぁぁぁぁ。

明日やっと休みだ[:てれちゃう:]
まぁ、金曜日休みだったので３日しか働いてないんですけど[:たらーっ:]
その３日間がきついんですけどねぇ[:悲しい:]
しかも今日寝たの５時だし[:悲しい:]
何気眠れなかった[:悲しい:]
もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞのﾃﾝﾌﾟﾚ変更しました[:グッド:]
夏っぽい感じにしました。

お時間ある方は見てやってください[:びっくり:]

つーか今日帰ってきたらご飯がおかゆでした[:悲しい:]
なので食べていません[:悲しい:]
おかゆは病気の時食べるものでしょ???
なのでﾊﾟﾝがあったので部屋に持ってきて

まだ食べてないんですよー[:たらーっ:]
何気今日はご飯食べなくてもいいかなって感じです[:汗:]
あんまりお腹も空いてないし[:猫2:]
ﾀﾞｲｴｯﾄ。ﾀﾞｲｴｯﾄ。

あぁ。欲しいものがたくさんあって

いくら[:お金:]があっても足りない[:悲しい:]
とりあえず[:携帯:]をなんとかしないと
電池が持たないからﾔﾊﾞｲ[:悲しい:]
近々ﾄﾞｺﾓ行って様子見てこよ[:ぴかぴか:]
ﾀｲﾐﾝｸﾞがあうと安くｹﾞｯﾄできるし[:ぴかぴか:]

そうそう、昨日書こうと思って忘れてたんだけど

ﾒﾛﾒﾛのたっくん。がﾊﾟﾝｸｽになりました[:グッド:]



ｶﾜﾕｽ[:ハート:]（溺愛中

あ。なんか久々にExcite!!が観たいなぁ[:ハート:]
特にﾏﾙﾁｱﾝｸﾞﾙ!!!!!
もうあれ何十回って見たよ[:ハート:]
でも全然飽きないんだよなぁ[:てれちゃう:]
なんか忠義、顔違うし[:パー:]
なんか当時も男前だったけど

今はもっと男前[:チョキ:]

つーかつーかｵﾛﾅﾐﾝCの時の亮ﾁｬﾝ、前髪が長くてﾀﾞｻｲ[:悲しい:]
亮ﾁｬﾝは前髪短い方が断然可愛い[:ハート:]
部屋にﾎﾟｽﾀｰ貼ってあるからよく見るんだけど

なんかｵｯｻﾝみたい。

((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
あぁ。でも金ﾊﾟの亮ﾁｬﾝも生で見たかったなぁ[:悲しい:]
何気可愛かったよね???
(*´д`)ｱﾊｧ♥
あたしは嫌いじゃなかった[:てれちゃう:]
あたしなんで亮ﾁｬﾝの髪型とかにｲﾁｬﾓﾝつけたり出来るのに

忠義のは出来ないんだろ???
ﾏｼﾞね、ﾎﾝﾄ忠義は何でも好きなんだって[:パー:]
突っ込みどころがないんだって[:パー:]
久々に出ました!!!!!
非が無い男、大倉忠義発言!!!!(笑
ﾎﾝﾄ自担溺愛しすぎですなぁ[:ハート:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽ停滞中。

今週中にやりますねーん[:ハート:]
初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 。

Webﾊﾟﾁありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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御待たせしててすみません。

ｺﾒﾚｽの続きをやろうと思います。

毎回亀ﾚｽでﾎﾝﾄ申し訳ないです[:悲しい:]
じゃ、始めます。

ｺﾒﾚｽ

海ﾁｬﾝ（＠∞）
ゆか（＠忠義）

あこさん（＠章大）

るぅんさん（＠忠義）

りこさん（＠忠義）

りぃさん（＠忠義）

真優（＠章大）

なつみ（＠忠義）

竜奈さん（＠竜也）

まいさん（＠忠義）

しぃか（＠忠義）

まどかさん（＠忠義）

ユウコさん（＠亀梨・忠義）

結希（＠すばる）

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

羅夢さん

みおり（＠忠義）

ありさ（＠博貴）

ありさﾁｬﾝ（＠忠義）

すーさん

和雪さん

壱さん（＠忠義）

彩帆さん（＠忠義）

葵世さん（＠亮）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

心愛ﾁｬﾝ（＠忠義）

まほさん

みずき（＠章大）



yumeさん
ひろこさん（＠忠義）

あき（＠すばる）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

Ｗｅｂﾊﾟﾁもありがとうございます。

毎日読ませていただいてます♥ 海ﾁｬﾝ（＠∞）
無事台風もそれたみたいで一滴の雨も降らず

山梨公演終わらすことが出来ました。

名古屋、ﾁｹｯﾄ良かったねー[:ハート:]
ぜひぜひ海ﾁｬﾝもﾐﾗｺｰ起こしてきてね。

仕事早めに終わらせて早退しましょう。(笑
うんうん。

忠義と握手できたのもﾎﾝﾄﾐﾗｺｰだったし。

忠義が２階にあがってくるなんて設定なかったからね。

忠義のﾃﾝｼｮﾝがあがっちゃってどうにもならなくなって

２階に上がってきただけだし。(笑
でも忠義のｿﾛはやっぱ泣いちゃうよね。

あたしは持ちこたえたけどでも泣いちゃう気持ち

すごくわかるもん。

あ。海ﾁｬﾝも１人ｺﾝﾘﾊやるの???
あれ楽しいよねー。

めっちゃﾃﾝｼｮﾝあがるし。(笑
海ﾁｬﾝ、今年２３歳かぁ。

あぁ。そっか大学卒業して就職してれば

今年２３歳だもんね。

あたしは専門学校だったから３年しか学校行ってないけど。

なんかまひるの影響とか言ってもらえると嬉しいです[:ハート:]
あたしも[:パソコン:]に詳しくなったのなんて最近だし。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


それまで画像のｱｯﾌﾟの方法とかもわからなかったし、

今もわからないことたくさんあるけど

少しづつ勉強しています。

ゆか（＠忠義）

見事台風はそれました、

あたしｽｰﾊﾟｰ晴れ女なんですよ。

ヨコも晴れ男たしく。

神様に願いが通じました。

全く一滴の雨も降らず。

まひる的ﾚﾎﾟ書きました。

暇な時に見てね[:ハート:]

あこさん（＠章大）

台風、無事にそれてくれたみたいで

結局一滴の雨も降らなかったんです[:ハート:]
源ﾁｬﾝかなり良いですよね???
子供好きだし、仕事熱心だし、源ﾁｬﾝみたいな人と

結婚したいなぁ。(笑
うんうん。

たっちょんと握手できたのはﾎﾝﾄﾐﾗｺｰだったよ。

もう諦めてたし。

だからすごく嬉しかった。

あ。広島、章大のｿﾛ見れた???
今回ｿﾛは全員がそれぞれすごく楽しいので

めちゃくちゃ楽しかったです。

でも丸ﾁｬﾝとヨコのｿﾛはもう１回見たいなぁ。

るぅんさん（＠忠義）

てるてる坊主ありがとうございました[:ぴかぴか:]
おかげ様で雨も全く降らず山梨公演を

終えました。

ﾎﾝﾄ心配してくださってありがとうございました。

もうすごい楽しい時間が過ごせてよかったです。



るぅんさんは今からどこか参戦される予定ですか???

りこさん（＠忠義）

おかげさまで雨も降らずｴｲﾄｺﾝ楽しむことが出来ました[:ハート:]
岐阜もうすぐですね[:ぴかぴか:]
思いっきり楽しんできてくださいね。

もうﾎﾝﾄ台風がきてるって知った時は

毎日ﾄﾞｷﾄﾞｷで天気予報ばっかり見てたけど

いざとなったらなんとかなるんだなって思いました。(笑
全然。年齢なんて関係ないですよ。

やっぱり年齢幅広く、そして男女関係なく

応援が出来るってﾎﾝﾄいいことだと思います。

あ。ありがとうございます。

まひる節が好きだと言っていただけると嬉しいです。

お互いﾋﾅﾃｨﾌﾞ精神で頑張りましょうね。

りぃさん（＠忠義）

台風も心配してたことにはならなくて

ｴｲﾄとeighterのﾊﾟﾜｰってすごいんだなぁって思いました。
無事ﾗｲﾌﾞを楽しむことが出来てﾎﾝﾄに良かったです。

心配してくれてありがとうね[:ハート:]
りぃさんは今からどこか参戦予定ありますか???
あ。ありがとうございます。

尊敬してると言われると正直に嬉しいです。

ﾏｼﾞですか???
まひるのような大倉担になりたいんですか???
変態ですけどいいんですか???（笑
あ。あとまひるﾁｬﾝでいいですよ。

真優（＠章大）

心配してくれてありがとうー[:ハート:]
ﾎﾝﾄあれだけ台風きてたのに一滴も雨降ってないって

すごくない???
ｴｲﾄとeighterのﾊﾟﾜｰはすごいなって改めて



思ったよー。(笑
おかげで楽しい時間過ごせました。

ありがとう。

うんうん。

ﾐﾗｺｰ起こしちゃいました[:ぴかぴか:]
今まで握手会で握手のﾁｬﾝｽ自分で逃していたから

ずっと後悔してたのね。

だから今回握手出来てよかった。

しかもまひるが握手した時周りの人誰も握手してなかったの。

忠義に幸せもらいました。

なつみ（＠忠義）

山梨eighter、台風に負けませんでした!!!!!(笑
改めてｴｲﾄとeighterのﾊﾟﾜｰってすごいんだなぁって思ったよ。
おかげで楽しい時間が過ごせました。

心配してくれてありがとう。

ﾏｼﾞ忠義と握手できたのはﾎﾝﾄにﾐﾗｺｰだったし。

忠義が２階にあがってくるなんて設定なかったし。

忠義のﾃﾝｼｮﾝがあがっちゃってそれで２階に上がってきた

だけなんだよね。

だからﾎﾝﾄﾐﾗｺｰ。

ﾚﾎﾟ書いたんだけど

なんか最近記憶力が曖昧で全部飛んじゃうんだよね。

なので曖昧ですが。(笑

竜奈さん（＠竜也）

ﾏｼﾞで台風なんて吹き飛ばしちゃいました!!!!!
ｴｲﾄとeighterのﾊﾟﾜｰってすごいなぁって思いました。
１部で亮ﾁｬﾝが台風それたって!!!!ｺﾞﾒﾝ、ｳｿ。
って言ってたけどﾎﾝﾄに台風それてた。(笑
さすが亮ﾁｬﾝ。

あの台風の中一滴の雨も降らないんだもん。

ﾎﾝﾄびっくりでした。

心配してくれてありがとうねー[:ハート:]



あ。確かに。

ﾊﾞﾗｴﾃｨｰであんまりしゃべらないところはちょっと

気になりますがでもそれも忠義らしくていいかなって

思います。

なんかあんまり前に前に出る忠義は

ｲﾔかなって。(笑

まいさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうなんですか???
１年以上も前からﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってたんですか???
ありがとうございますぅ。

ﾎﾝﾄに嬉しいです[:ハート:]
ｴｲﾄｺﾝでのﾐﾗｺｰはきっと２度とないﾁｬﾝｽだったんじゃないかなって

思ってます。

まいさんもきっと大丈夫ですよ。

まひるでさえﾐﾗｺｰ起こせたんですから

きっとまいさんもﾐﾗｺｰ起こせますよ。

そう祈ってますね。

はい。全然これからもｺﾒﾝﾄしてくだﾊﾟｲ!!!!
すごく励みになるのでぜしに!!!!

しぃか（＠忠義）

うん。無事に山梨公演終わったよー!!!!!
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
心配してくれてありがとうねー[:ハート:]
しかもﾐﾗｺｰ起こして最初は浮かれてたんだけど

段々へこんできて。

だからしぃかの気持ちすごくわかるし。

あたしとしぃかって考え方似てるのかもね。

そうだよ。そうだよ。

凹んだって仕方が無いんだよ。

忠義の気持ちなんて忠義にしかわからないし、

あたし達は忠義に会えるだけでも



喜ばしいことなんだから。

まどかさん（＠忠義）

ありがとうございますぅー。

おかげさまで楽しい時間が過ごせました。

ﾄﾘﾌﾟﾙﾐﾗｺｰが起こせたのはﾎﾝﾄに今までそんな機会がなかったので

すごく嬉しかったです[:ハート:]
まどかさんもきっとﾐﾗｺｰ起こせますよ。

あたしも今まで他人ごとのような感覚でしたもん。

でもあたしでもﾐﾗｺｰおこせるんだなって。(笑
頑張ってればいつかいいことあります。

ﾎﾝﾄに。

ユウコさん（＠亀梨・忠義）

ただいまです!!!!!(笑
山梨公演最高に楽しめました。

去年の山梨公演の時２列目だったにも

関わらず何のﾌｧﾝｻももらえなくて

ﾎﾝﾄ凹んだんですよ。

だから今回はﾘﾍﾞﾝｼﾞのつもりで行ってたので

ﾎﾝﾄにﾘﾍﾞﾝｼﾞ出来て嬉しかったです

ってﾎﾝﾄにﾘﾍﾞﾝｼﾞできるなんて思ってもなかったんですけどね。

席も良席ではなかったし。

あ。でも２階の通路側だったのはﾗｯｷｰでした。

ユウコさんは今からｴｲｺｺﾝ参戦予定はありますか???

結希（＠すばる）

うんうん。

無事に山梨公演終わってよかったよー。

しかもﾐﾗｺｰ起こしちゃってるし。

神様ってﾎﾝﾄにいるんだなぁって思っちゃった。(笑
広島どうだった???
またﾌﾞﾛｸﾞにお邪魔しますわ。

でもﾎﾝﾄ、ｴｲﾄとeighterのﾊﾟﾜｰってすごいなって思った。



台風も蹴散らしちゃうんだもん。

あたし、基本的に晴れ女なんだけど

さすがに台風には勝てないよなぁって思ってたのね。

そしたらｽｰﾊﾟｰ晴れ男横山裕がいました。(笑
さすがです!!!!

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

ただいま!!!!(笑
台風とかﾎﾝﾄ当日までずっと心配だったんだけど

当日になったら雨雲と風がちょっと強かったぐらいで

一滴の雨も降らなかったの。

すごいよねー。

うんうん。

ぜひぜひこれからの公演ゆりえﾁｬﾝも

ﾐﾗｺｰがおこるように頑張って。

きっといいことあるよ。

ゆりえﾁｬﾝなら。

ﾌﾞﾛｸﾞ了解です。

ぜひ遊びに行くねー。

羅夢さん

ﾎﾝﾄ初握手です。(笑
今までずっと機会を自分で逃してきたから

今回思わぬとこでﾁｬﾝｽ到来で嬉しかったです。

羅夢さんはﾗｲﾌﾞ予定は今回はないんですか???
いつか行けるといいですね。

誰でもﾐﾗｺｰは起こせる運は持ってると思うんです。

だから一緒に頑張りましょうね。

みおり（＠忠義）

たーだーいーま!!!!
あたしも忠義に限ってほんと自担運なかったのよ[:悲しい:]
だからﾎﾝﾄのﾎﾝﾄにﾐﾗｺｰで。

今までお手振りぐらいのﾌｧﾝｻはちょこちょこもらってたのね。



でもﾎﾝﾄ触れることなんてなくて。

こんなまひるの運でよければお分けしますよ。(笑
まひるも最近大人になったのよ。(笑
泣かなかったけどｳﾙｳﾙはしてた。(笑
手とか震えてたし。(笑
（↑ちょっと怪しい人。

ｱﾘｰﾅとﾎｰﾙだったら多少照明の当て方って

違うんじゃない???
ｱﾘｰﾅほど照明の数多くないと思うし。

ﾄﾞｰﾑ、もうすぐだね。

思いっきり楽しんできてね。

あたしも去年、演舞城見た時、義経全部見ておけば

良かったなぁってすごく後悔した。

すごくいいお話だよね。

あたしもｺﾞﾙﾏｲのｱﾙﾊﾞﾑ欲しい。

ちなみにﾀｲで発売されたやつは１枚持ってるのね。

何気すごくいいです[:ハート:]
むちゃ∞ﾌﾞﾘ面白かったよねぇ。
忠義のぐにゃぐにゃなってるのがめちゃくちゃ笑えた。

あれ気持ちよさそうだよね。

ﾃﾚｶﾞｲﾌﾟｯｼｭしてるお店があるんだ???
裏山ｼｽ。

結局仕事人、まだ１回しか見たことなくて。

でもすごく印象には残ってる。

丸ﾁｬﾝの沖田総司はﾏｼﾞ気になるね。

早く見たいなぁ。

みおりのやりたいことってなぁに???
なんか自分の目標が決まると何事もやる気出てくるよね。

ありさ（＠博貴）

ﾎﾝﾄ台風に勝ったｴｲﾄとeighterは素晴らしいと思う。
３人も握手出来るなんて思ってもなかったし。

だから余計に嬉しかった[:ハート:]
うんうん。ｴｲﾄなら席がどこでも楽しめるよね。

まひるの運もお分けします。(笑



青森と岩手、席良いといいね。

楽しみだねー[:ハート:]
応援してるね。

ありさﾁｬﾝ（＠忠義）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

ありさﾁｬﾝは次はﾄﾞｰﾑかぁ。

なんかﾄﾞｰﾑってその場にいるだけで幸せに

なれる気がするんですよー。

なんかきっとﾊﾞﾃﾊﾞﾃな大倉忠義さんが目に浮かぶんですけど。(笑
思いっきり楽しんできてくださいね。

まひるはすでに脳内忠義でいっぱいです。

ちっちゃい忠義が頭の中を駆け巡ってます。(笑
そんなちっちゃい忠義にも萌え萌えしています。

すーさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

おかげさまで台風がそれてくれて無事に

山梨公演楽しむことが出来ました。

ﾎﾝﾄ今回たちょと握手できたのは奇跡だと思っています。

もうこんな奇跡おきないかもしれないけど

でもまた何か機会があったらいいなぁって思ってます。

すーさんはどちらに参戦予定ですか???
頑張ってきてくださいね。

応援しています。

和雪さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

忠義さんはどSですね。(笑
初ｷｽが排水溝の味ってどこでだよ!!!!
って思いますよねー。

確か忠義さんの初ｷｽは教室だったような気がしたんですけど。



(違ってるかもしれませんけど

壱さん（＠忠義）

覚えてますよー。（笑

そうですか???
なんか尊敬とか言われちゃうと激しく嬉しいです。

とゆーか照れます。

そうですよねぇ。

ﾌｧﾝって多少なりとも自意識過剰なとこありますよね???
まぁ、みんながみんなそうとは

限らないけど。(笑
でも壱さんにそう言ってもらえるとﾎﾝﾄに

嬉しいです。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます[:ハート:]

彩帆さん（＠忠義）

ありがとうございます。

そんなｽﾃｷな方とかいわれちゃうと照れるんですが

でも嬉しいです。

彩帆さん、ありがとうございます。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに今回彩帆さんの言葉が胸に染みました。

あぁ。ﾎﾝﾄにそうだったらいいのになぁって

思うことたくさんありました。

たとえそれが妄想でもそれでもまひるは

満足です。

彩帆さんに憧れとか言われると

ぶっちゃけ嬉しいです。

なんかあたしなんかがそんなこと言われる

価値のある女かどうかはわかりませんが

少しでも誰かの力になれる人でありたいなって

思います。

ﾎﾝﾄにｺﾒﾝﾄありがとうございます。

葵世さん（＠亮）



改めまして。

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

結構前からﾌﾞﾛｸﾞ読んでいただいてたんですね。

ありがとうございます。

ﾃﾝﾌﾟﾚ作るのも好きですし、ﾌﾞﾛｸﾞ書くことも大好きです。

だから２年半も続けられてるんでしょうね。

まひるの文章お好きですか???
ありがとうございます。

なんか照れますね。(笑
またﾌﾞﾛｸﾞお邪魔させていただきますね。

あたし時々お腹痛くて意識なくすんですよ。（笑

痛さに弱いとゆーか。(笑
葵世さんは学生さんですか???
ﾊﾞｲﾄ大変かと思いますが

お互い頑張りましょうね。

えー。ちなみに４７ﾂｱｰは今のとこ他に行く予定はないんです[:悲しい:]
大阪とか行きたいなぁって思ってるんですが

なかなかﾁｹないみたいで。

葵世さんはこれからどこか参戦予定ありますか???

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

久しぶり〜。

ななﾁｬﾝありがとう。

あたし自分から絡んでいくのって苦手なんで

ななﾁｬﾝみたいにｶﾞﾝｶﾞﾝ来てくれると嬉しいです。(笑
なんかななﾁｬﾝにそんな風に思われてるあたしって

幸せ者だね。（笑

ありがとう。

これからも自分らしく正直に生きていきたいと

思います。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにななﾁｬﾝありがとう。

あたし、基本的に昔から同担大好きなのね。(笑
どっちかといえば仲良くしていろんな話で盛り上がりたい

ﾀｲﾌﾟってゆーか。

だから嫉妬とかも全然なくて。



むしろ何かあった時は一緒に喜びたいんだ。

要は単純なのです。(笑

心愛ﾁｬﾝ（＠忠義）

わざわざお礼訪問ありがとうです。

そうなんですよねー。

３人と握手なんてﾐﾗｺｰ以外の何者でもないよね。(笑
あ。演舞城のＤＶＤ見た???
ただﾁｬﾝの弁慶可愛いよね。

あの舞台はﾎﾝﾄ忠義にとって大きな実りとなった舞台だと

思います。

またｴｲﾄ以外でのお仕事が舞い込んできたらいいなって思います。

とりあえず今は目の前にある４７ﾂｱｰ達成だよね。

むちゃﾌﾞﾘも面白かったよね。

なんかたちょの発言って地味に面白いよね。

なんか天然ってゆーか。

ﾏｲﾍﾟｰｽってゆーか。(笑
また遊びに行きますねーん。

まほさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうですか???
ﾌﾞﾛｸﾞを見るのが楽しみと言っていただけて嬉しいです。

これからも自分の道を貫いて歩いていこうと思ってます。

ﾎﾝﾄにｺﾒﾝﾄありがとうございます。

なんかたくさんの方にそう言っていただけると

やっぱり嬉しいものです。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

みずき（＠章大）

(＞Д＜)ゝ”ﾗｼﾞｬｰ!!
ﾌﾞﾛｸﾞ遊びに行くねー。

山梨公演はね、すごくﾗｯｷｰでﾋﾅﾁｬﾝと丸ﾁｬﾝと忠義と



握手してもらったの[:ハート:]
あたし今まで握手会、２回参加してるんだけど

２回ともﾊｲﾀｯﾁで終了してるから

握手ってしたことがなくて。

それを後悔してたから今回忠義と握手出来たことが

すごく嬉しかったんだ。

yumeさん
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

今まで読んでいただけてたんですか???
ありがとうございます。

お腹は時々痛くて気を失います。（笑

なのでいつものことなんですけど。(笑
「脳内大倉忠義」これも時々陥ります。（笑

特に最近、山梨公演の後に演舞城のＤＶＤを見たので

余計にﾊﾏってしまいました。

駄々ﾊﾏﾘです[:ラブラブ:]
はい。これからもﾖﾛｼｸお願いします。

ひろこさん（＠忠義）

覚えてますよー。(笑
なんせうちのｵｶﾝと同じ名前ですので。

うちのｵｶﾝもひろこってゆーんです。

ｲﾗﾇ情報ですみません[:パー:]
あの自撮りのﾎﾟﾗ激しく可愛かったですよね。

特にｺﾒﾝﾄが。(笑
あたしも今年は京セラと山梨しか行ってないので

２日しか忠義に会えてないんですよね。

だからﾂｱｰ終わってから何かあればいいなぁって思ってるんですけど。

１２月にも期待ですよね。

お互い少しでもたくさん忠義に会えるといいですね。

あき（＠すばる）



(＞Д＜)ゝ”ﾗｼﾞｬｰ!!
お知らせありがとう。

なんかﾌﾞﾛｸﾞ閉鎖するかもって言ってたから気になってたんだ。

で、ﾒｰﾙしようかどうしようか迷ってたんだけど

そしたらﾌﾞﾛｸﾞ消えてて。

でも良かった。

またﾌﾞﾛｸﾞ書くみたいで。

ﾘﾝｸは変更しておきました[:ハート:]



2007.07.24 Tue MAIN。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやりました[:ハート:]
見てねー[:ハート:]

さてさて今日は石川でした[:ぴかぴか:]
ｴｲﾄと石川eighterお疲れ様でした[:てれちゃう:]
あとｽﾀｯﾌさんもお疲れ様でした[:てれちゃう:]
何気明日は富山ですね[:ハート:]
すごいなぁ。

この過密ｽｹ[:てれちゃう:]
ﾎﾝﾄよっぽど体力ないとｷﾂｲよなぁ。

明日も怪我に気をつけてﾌｧｲﾄだ!!!!![:グッド:]

つーか今日、外に全然出てない。

本物のﾋｯｷｰですけど何か???[:パー:]
ﾎﾝﾄはｦﾀ誌を買いに行こうと思ったんだけど

あまりの暑さに溶けた[:悲しい:]
で、お昼寝したら気がついたら夕方だった[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
寝すぎでしょ???[:パー:]
もうだって昨日も寝たの５時ぐらいで

起きたの９時だもん[:眠たい:]
で、[:食事:]食べて今日こそｺﾒﾚｽやらないと
やる時ないしと思って[:パソコン:]電源入れたんだけど
眠すぎて果てた[:眠たい:]
で、気がついたら１６時でした。（ﾁｰﾝ

まぁ、それからﾎﾟﾁﾎﾟﾁとｺﾒﾚｽ始めて

終わったのが２１時過ぎでした[:たらーっ:]
もう花君までに終われ!!!!って思ってたんだけど
終わらなかった。



花君はね、佐野に全然萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]しないの。
花沢類にはめっちゃ萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]してたのに。
でも中津にはめっちゃ萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]するの。
もう斗真がめちゃくちゃｶｯｺｲｲんだもん[:ハート:]
まひるたん、死んでまう[:ラブ:]
萌え死してまう[:ラブ:]
あたしの斗真好きは今に始まったことじゃないんですけどね。

なんせ元MAIN担ですから[:パー:]
ｷﾞｻﾞ懐かしｽ[:悲しい:]
ｽﾀﾝﾄﾞ·ﾊﾞｲ·ﾐｰとかさ。(笑
ちなみにﾔｰのｽﾀﾝﾄﾞ·ﾊﾞｲ·ﾐｰじゃなくてMAINのね[:パー:]
わかる人いるのかなぁ。

そんなｦﾀ生活も１１年目を迎えた大倉担まひるです[:ハート:]

つーかすでに眠いんですけども[:パー:]
なんかいつも火曜日ってｱﾎみたいに眠いんだよね[:悲しい:]
お昼寝もたっぷりしてるのに

むちゃ∞ﾌﾞﾘまで起きてるのがﾂﾗｲくらい眠いの[:眠たい:]
たぶん今日もむちゃ∞ﾌﾞﾘが終わったら果てます[:悲しい:]
今日むちゃ∞ﾌﾞﾘのﾛｹ誰だろ???
なんか今回もﾖｶﾞみたいな感じなんだけど。

なんか先週もﾖｶﾞやってたよね???
ヒナﾁｬﾝが腕絡まってとれなくなったやつ。(笑
ちなみにまひるはめっちゃ体硬いﾀﾞｽ[:悲しい:]
子供の頃は手のひらがﾍﾟﾀﾝと床に着いたんだけど

今はｶﾞﾁｶﾞﾁ。

やっぱ普段から体動かしてないとﾀﾞﾒだよね[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li」

今日はﾈﾀなしなので

短いけどほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.25 Wed ｼﾞｬﾆｰｽﾞ三昧。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーかι(´Д｀υ)ｱﾂｨｰ。
明日はもっと暑いらしい[:悲しい:]
溶けるぅー[:悲しい:]
明日お昼寝出来るかなぁ[:悲しい:]

あ。昨日のむちゃ∞ﾌﾞﾘ面白かった[:ハート:]
昨日は亮ﾁｬﾝ とヨコ がﾛｹで。

ｴｸｻｻｲｽﾞ特集みたいな感じだったんだけど

最初に行ったﾎﾟｰﾙﾀﾞﾝｽってゆーのは見たことあるけど

あれｴﾛいよね???（笑
ヨコがしきりにひ○いって言ってた。(笑
あと顔のやつもあれはめっちゃヨコの顔が面白かった[:てれちゃう:]
みんなにｺﾞﾘﾗやんって言われてるし。（爆笑

亮ﾁｬﾝはめっちゃｴﾛくて萌えた[:揺れるハート:]
あ。そんなあたしは変態１号ですけど[:パー:]
なんかｽﾀｼﾞｵでやった時のすばる の顔がめっちゃ面白かった。

めちゃくちゃすばるうまいんだもん。（笑

ひ○いだったけど。(笑
なんかやっぱりｽﾀｼﾞｵでみんなも楽しめるﾛｹがいいよね[:ハート:]

あと昨日「ぷっｽﾏ」見た。

普段あんまり見ないんだけど

光一くんとゆっちがｹﾞｽﾄだからもちろん見ました。

あのｸｲｽﾞずるくない???
だって断然年代的にﾕｰｽｹさんが有利になってるもん。

ゆっちがわかるわけがない[:パー:]
でもゆっちの最後にやってたﾌﾟﾛｺﾞﾙﾌｧｰさるの物まねが

めたんこ面白くてﾜﾛﾀ。

めたんこ可愛いんだもん[:ハート:]



ちっちゃく「ﾅｲｽｼｮｯﾄ」って言っててｶﾜﾕｽ[:ハート:]
ﾏｼﾞ面白い。

だいたいゆっち、あたしとﾀﾒですよ[:パー:]
ｷﾝ肉ﾏﾝなんて２の方しか知らないもん。

しかも夜中にｱﾆﾒやってて知ったぐらいで

ちょっとしか見たことないし[:パー:]
なんかでも罰ｹﾞｰﾑの臭いやつの光一くんがめたんこ

面白くて。

もう光一くんめちゃくちゃｶｯｺｲｲし[:ハート:]
なんか最初のｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞで光一くんがずっとSMAPのﾊﾞｯｸで
踊ってましたみたいな話して

で、ゆっちがｷﾝｷのﾊﾞｯｸでずっと踊ってました。

みたいな前振りで草なぎくんに「大先輩」みたいな

ﾃﾛｯﾌﾟが出たのが妙におかしくて。

なんかSMAPとかすごすぎてｼﾞｬﾆｰｽﾞってゆう実感あんまりないもん。
あ。でも忠義が埼玉の時に

無限大の「仲間」っていうとこを「なまか」って歌って

駄々すべりした話はｳｹた。(笑
それについてはﾉｰｺﾒだけど[:パー:](笑

じゃ、短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お馴染みの方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日読ませていただいてます[:ハート:]



2007.07.26 Thu 神様お願い。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は比較的涼しくて

お昼寝も満載に出来ました[:眠たい:]
お昼寝最高〜!!!!

今日はまだﾚﾝｼﾞｬｰは忠義 しか

読んでないんですけど

[:飛行機:]で怖い思いをしたようで。
でも良かった。

無事で[:ポロリ:]
まひるも[:飛行機:]は苦手なので忠義の気持ちわかるなぁ。
忠義は離陸の前に眠るみたいですけど

まひるは眠れないのでずっと怖い思いをしてないと

ならないのでやっぱり[:飛行機:]はｲﾔだなぁ。
なので遠くには遠征出来ません[:パー:]
夜行ﾊﾞｽか新幹線で行ける距離が限界です[:悲しい:]

つーか寝すぎで眠いようです。

あくびが止まりません[:悲しい:]
頭がﾎﾞﾝﾔﾘしてて働きません[:悲しい:]
あたしは寝ることでｽﾄﾚｽ解消してるので

普段眠れないからお昼寝でｽﾄﾚｽ解消しています[:チョキ:]
なんかたぶん普段寝なきゃいけない時間に眠れなくて

お昼寝で眠れるのは寝なきゃいけないってゆー

ﾌﾟﾚｯｼｬｰがあるからだと思う。

明日仕事だから何時までに起きないとってゆーのが

あるから眠れないんだと思うんだよね。

お昼寝は何時までに起きなきゃならないってゆーのがないから

すごく眠れるんだと思うんだよね[:ぴかぴか:]
ｱﾎみたいに寝てるもん[:眠たい:]



これからもｴｲﾄﾒﾝがﾂｱｰのために

飛行機、ﾊﾞｽ、新幹線、電車で移動するかと思うのですが

無事に何事もなく移動できますように。

今日は話題が全然なくてｺﾞﾒﾝなさい。

短いけどほなおつー。

P.S.　MAINとはM(松本潤）A（相葉雅紀）I（生田斗真）N（二宮和也）の
　　　４人のｸﾞﾙｰﾌﾟです。

　　　ｷﾞｻﾞ懐かしｽ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.30 Mon 状況報告。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

３日放置するとだいぶ放置した気分になるのは

まひるだけですか???[:パー:]
ちなみに女の子の日になって死んでました[:悲しい:]
つーか４日も５日もお腹痛いってどうゆうことよ[:パー:]
おまけに昨日は頑張って仕事行ったんですよ。

貧血で倒れて強制送還されましたけど何か???[:パー:]
どんだけお弱さんなの???[:悲しい:]

明日、給料日にして通院日ってゆーね[:悲しい:]
何も出来ない···[:悲しい:]
あ。でもすっかり死んでいて買ってないｦﾀ誌を購入せねば[:パー:]
ﾏｼﾞで冗談抜きで瀕死だったんですけど[:パー:][:悲しい:]
しかも暑いから余計にくたばってた[:悲しい:]

なんかｵｶﾝが民ﾁｬﾝ（じいちゃん）が便秘だってゆーから

下剤を飲ませたらしくて民ﾁｬﾝお腹ﾋﾟｰﾋﾟで瀕死で

今日[:病院:]で点滴打ってきたらしい。
つーか下剤は危険よ[:パー:]
万年お便秘のあたしでさえも怖くて飲まないんだから[:パー:]
ｺｰ○ｯｸなんて飲んだ日にゃお腹痛くてのたうちまわるし[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
恐るべしｵｶﾝ。

大丈夫だって[:パー:]
便秘で死んだりしないから[:パー:]

何気ﾂｱｰももう名古屋まできましたか[:パー:]
名古屋、申し込もうかと思ったんだけど

なんか結局申し込みしなくて正解だったかも。



こんなにひどい体調だったらﾗｲﾌﾞどころじゃないし[:悲しい:]
なんか忠義、静岡の時、結構やばかったって聞いたんですけど

無事だったんですかねぇ。

なんか二日酔いだったようですけど[:たらーっ:]（笑
あたし、基本的に二日酔いってしない人なんですよ[:パー:]（笑
ﾏｼﾞでﾏｼﾞで。

たぶん過去に２回ぐらいしかないんですよ。

しかもすっごいお酒飲むんですよ[:パー:]
最近は薬を飲んでるのでお酒飲んでないんですけど

薬やめてる時に結構毎晩飲んでて。(笑
まぁ、軽くまひるﾁｬﾝと愉快な仲間達状態でしたよ[:てれちゃう:]

とりあえず状況報告まで。（笑

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方からお馴染みの方まで

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.07.31 Tue 安田章大の世界観。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、４時間しか寝てなかったから

お昼寝したんだけどこれでむちゃ∞ﾌﾞﾘまで起きていられるぅ〜[:てれちゃう:]
よくこの暑いのにお昼寝出来たなぁと思って[:汗:]
ちなみに午前中にお昼寝ﾁｬﾚﾝｼﾞした時は

全然眠れなくて[:悲しい:]
何度かﾁｬﾚﾝｼﾞしてやっと眠れた[:ハート:]
快適[:ぴかぴか:]快適[:ぴかぴか:]
でもたぶん毎週のごとく途中で眠くなるんですけど[:パー:]（笑
ちなみに先週の山田太郎ものがたりはお腹痛くて

寝ちゃったから見てないんだけどね[:悲しい:]
もう女帝を途中まで見てつまんねって思って

結局そのまま寝ちゃったんだよね[:眠たい:]
(っω；`。)ｽﾝｽﾝ。

最近お腹痛かったのもﾎﾝﾄなんだけど

ずっとｽﾗﾝﾌﾟで書くこと浮かばなくて

それで放置してた部分もある。

今もそうなんだけどね[:悲しい:]
自分のﾌﾞﾛｸﾞなんだし好きなこと書いたら

いいじゃんって思うけどやっぱり第三者から見ても

面白いって思えるﾌﾞﾛｸﾞが書きたいんだよね。

自己満足じゃなくて[:たらーっ:]
なかなかそうゆうのは書けないからしばらくは

ﾘﾊﾋﾞﾘみたいな感じで書くと思うけど

ﾖﾛｼｸお願いします。

あ。つーか今思った。

別ﾌﾚのｴｲﾄの漫画をﾌｧｲﾙに閉じればいいんだ[:ひらめき:]
明日ﾌｧｲﾙ買ってこよー[:ハート:]



そしたら見やすいし、ちょっと部屋片付くし[:ぴかぴか:]
まひるたん、気づくの遅いよ[:パー:]
つーか別ﾌﾚの１番最初がすでにどこにあるか

わからないんですけど[:パー:]（ﾁｰﾝ
来週のお休み捜索隊で探すべ???
隊員はあたし１人なんですけど[:パー:]
なんか今月の章大がﾒｲﾝのやつ今読んだんだけど

どこのおﾁﾝﾋﾟﾗですか???[:パー:]
でももっそい(　；∀；) ｶﾝﾄﾞｰｼﾀ。
章大ってさ、優しいけどちゃんと自分ってもの持ってるし、

周りに流されたりとかしないじゃん???
すごく自分にこだわりみたいなのたくさん持ってて

すごいなぁって思う。

それでいてすごいｷﾞﾀｰうまいし、

あたしはすごく尊敬しています[:ぴかぴか:]
普段は乙女ｷｬﾗのやっすんだけど

芯はすっごい男らしいよね。

そんなやっすんが大好きです[:ハート:]
曲作りのｾﾝｽのよさもすごく憧れるし、

章大の世界観ってやつにすごく惹かれます[:ハート:]
もちろんｴｲﾄﾒﾝ１人１人にそうゆういろんな世界観があって

成り立ってるわけなんだけど。

やっぱり芸能界で活躍する人って何か違うなって思います。

そうゆう人達からたくさん影響受けて

自分も良い方向に変われたらいいなって思うし。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]



2007.08.01 Wed ただﾁｬﾝ萌ゆるの巻。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚを久々にみほたん（＠ゆっち）に作ってもらいました[:ハート:]
ﾏｰｼﾞ可愛い[:揺れるハート:]
やっぱみほたんはさすがだな。

あたしももっと勉強しよー[:ぴかぴか:]
なんか本買ったわりにはあんまり勉強してないんだよね[:悲しい:]
もう１冊ﾃﾝﾌﾟﾚの本で欲しいやつがあるんだけど[:てれちゃう:]
頑張ろうー[:ハート:]

あ。明日で関東も梅雨明けらしいですね[:ぴかぴか:]
嬉しいー[:ハート:]
やっぱりｼﾞﾒｼﾞﾒしたのは嫌いだから

これからいっぱい晴れて欲しいな[:揺れるハート:]
でも暑いのは苦手[:悲しい:]
山梨、普通に３６度とかになるもん[:悲しい:]
大阪もすごい暑いよね???
なんか山梨と一緒でｼﾞﾄｰっとした暑さ。

だから暑いなぁって思ったら今頃

ただﾁｬﾝも暑い日々を送ってるんだなぁって思えて

ちょっと頑張れる[:チョキ:]

はい。今日のむちゃ∞ﾌﾞﾘはELTです[:ハート:]
持田さんに選ばれた忠義 。

軽くﾃﾝｼｮﾝ上がってましたね[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
丸ﾁｬﾝ がｴﾛｲ顔して見てるって言われてるし[:パー:]
ﾛｹはすばﾁｬﾝ と章大 。

ﾁﾋﾞｯｺ２人です[:ハート:]
章大が湯船で浮いてるのがもっそい面白かった[:ハート:]
まひるでも浮きますかねぇ???
果てしなく重いですけど[:パー:]（笑



章大が寝ぼけててｶﾜﾕｽ[:揺れるハート:]
あと枕、まひるも新しいやつ欲しいんだよね。

なんかつぶれてぺっちゃんこだから

新しいやつが欲しい[:ぴかぴか:]
ｵｶﾝだけ低反発枕使ってるんだもん。

ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li

あ。明日、出張整体が来る日なんだけど

ｵﾄﾝが長野に用事があるから

もし帰りが間に合わなかったらあたしがやってもらっても

いいってゆーから嬉しいんですけど[:ハート:]
整体やってもらいたいなぁって思ってたとこだし。

楽しみぃー[:ハート:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.01 Wed 脳内相性メーカー。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

夜中なのに２回目です。

大倉担まひるですけどもー。

心愛ﾁｬﾝ（＠忠義）のところでもやってたので

やりたかったのですが

時間がなくてやってる暇がなくて

今さっき脳内ﾒｰｶｰの相性のやつ

やって見ました。

大倉　忠義と福原　まひるの脳内

↑なんかめちゃくちゃ当たってるような気がして。(爆笑
忠義はきっとまひるの体目当てなんでしょう。

(っω；`。)ｽﾝｽﾝ。

↑これもｳｹる。

http://maker.usoko.jp/nounai_ai/r/%C2%E7%C1%D2%A1%A1%C3%E9%B5%C1/%CA%A1%B8%B6%A1%A1%A4%DE%A4%D2%A4%EB


あたしは亮ﾁｬﾝの体目当てですか???[:パー:]

でも忠義とまひるの本名でやったらまひるの方にほとんど

「金」という文字が出てて焦りました[:汗:]
他のﾒﾝﾊﾞｰでもやったんだけど

やっぱりこの２人が１番面白かった[:ハート:]
忠義は正直だなぁ。(笑

ちなみに普通の脳内ﾒｰｶｰを今更ながらやったのね。

結果がなぜかUPできなかったんだけど
まひるの頭の中はｽｶｽｶで周りが愛って文字に囲まれてて

真ん中に休って書かれてるだけでした。

ﾏｼﾞでｽｶｽｶ。

ちょっと笑っちゃったもん。

これ結構性格出るよね???
まぁ、忠義さんとの相性の結果に動揺は隠せない

まひるでしたけども[:パー:]
あたしね、結構結果にHって出ることが多くて
あたしはそんなに欲情してるんですか???って思ったもん。(笑
でもなんかあたしの忠義への思いが純粋でよかったよ。(笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]



2007.08.01 Wed 忠義、連ﾄﾞﾗ決定おめでとう!!!!!

こんにちﾜﾝﾂｰ。

何気今日３回目です。

大倉担まひるですけどもー。

あ。そだ[:ハート:]

忠義連ﾄﾞﾗ決定おめでとう!!!!!

長瀬くん主演の「歌姫（仮）」に出ることが

決まったそうで[:ぴかぴか:]
ﾎﾝﾄにおめでとう!!!![:ハート:]
でも今ﾂｱｰですごく疲れてると思うのね。

だから無理はしないでね[:ポロリ:]
お酒を飲むのも次の日に支障のない程度にして

ﾂｱｰに集中集中。

やっぱりｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝよく当日のﾂｱｰを迎えて欲しいって思う。

忠義の怪我にも繋がるし、

忠義にとったらたくさんあるうちの一箇所かもしれないけど

eighterにとったら今日、その日がすごく大切な１日だし。
後半はﾄﾞﾗﾏの撮影とかも入ってきて

大変だと思う。

でもどっちの仕事もおろそかにして欲しくないし、

常に全力の大倉忠義で居て欲しいと思う。

それが忠義の良いとこだとまひるは思ってるから。

だからﾌｧﾝの期待を裏切らない大倉忠義で居て欲しいと思う。

体休められる時には体休めて少しでも

体力温存して頑張ってもらいたいなって思います。

あと悲しいﾆｭｰｽ。

ｴｲﾄのﾌｧﾝでﾁｹｯﾄ詐欺してる子が捕まりました。

詐欺したお金でｴｲﾄｺﾝ行ったりｸﾞｯｽﾞ買ったりしてたそうです。



そんなお金でｺﾝｻｰﾄ行ってﾎﾝﾄに楽しいですか???
そんなお金でｺﾝｻｰﾄ来られてもｴｲﾄは悲しい思いをするだけですよ。

そんな子eighterじゃないと思うし、
これ以上ﾒﾝﾊﾞｰを悲しませることはして欲しくないと思う。

そりゃたくさんｴｲﾄを見たいって気持ちもわからなくもないけど

犯罪を犯してまで見に行って気分いいわけないじゃない。

ｴｲﾄのﾌｧﾝなんて名乗って欲しくなかった。

今、同じようなことしてる人居たら

悪いことしたら捕まるんです。

良心が少しでも残っていたらお金をちゃんと

返してあげてください。

ﾒﾝﾊﾞｰをがっかりさせないで欲しいと思う。

自分で働いたお金でｺﾝｻｰﾄ行ってｸﾞｯｽﾞ買って

自分のお金でやりくりできない範囲のことは

望まない。

まひるだって諦めてることたくさんあるし。

人間我慢することも大切だよ。

あぁぁぁぁぁぁあ。

せっかくただﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏ話で盛り上がろうと思ったら

なんか今日は説教くさくなってしまった[:悲しい:]
ｺﾞﾒﾝね。

ただﾁｬﾝ[:悲しい:]
つーか長瀬くんが歌姫を想う役でしょ???
忠義は???
何役???
もっそい気になるぅ〜[:ハート:]
なんか忠義ってﾎﾝﾄすごいな。

どんどん仕事の場が増えていってやっぱりそれだけ

忠義に魅力があるってことだよね[:ハート:]
きっといいﾄﾞﾗﾏになると思う。

そして忠義にとってもすごく良い経験の出来るﾄﾞﾗﾏ

なんじゃないかなぁって思う。

だから先輩や共演者の方からたくさん良いところを

盗んで自分のものにして欲しいなって。

なんかﾎﾝﾄ忠義、今まで頑張ってきてﾎﾝﾄに良かったなぁって



思う。

人間ｺﾂｺﾂと努力してればきっといつかは

努力が報われると思う。

やっぱりまひるにとって大倉忠義は偉大だと思う。

だからこれからもそう思わせてくれる忠義で

居て欲しいと思う。

そんな忠義が大好きです[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.02 Thu ★ｺﾒﾚｽ★

いつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾝﾄくださることに感謝しています。

すごく励まされることたくさんあります。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

じゃ、ｺﾒﾚｽ!!!!
になさん（＠嵐）

ゆいさん（＠たちょ）

みおり（＠たちょ）

竜奈さん（＠竜也）

ゆりさん（＠たちょ）

ななﾁｬﾝ（＠たちょ）

結希（＠渋やん）

りぃ（＠たちょ）

るぅんさん（＠たちょ）

arisaﾁｬﾝ（＠たちょ）
海ﾁｬﾝ（＠∞）
ありさ（＠博貴）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます♥ になさん（＠嵐）
当時のニノや相葉ﾁｬﾝはぼーっとしてて

あんまり喋るﾀｲﾌﾟじゃなかったですね。

なのでﾃﾞﾋﾞｭｰしてみたらニノがすごく変わってて

それで担降りした人結構居ますね。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


嵐結成前から翔くんと松潤は仲が良くて

ｶﾗｵｹBOXに入ってくの見たことあります。

ゆいさん（＠たちょ）

中津役おいしいですよね。

なんか１番目立ってる気がします。(笑
山梨公演ではﾐﾗｺｰ起きましたね。

たちょの手は暖かくてふわっとして大きな手でした。

１ヶ月に１回はｴｲﾄに会おう企画まひるも

考えたんですけどそんな休みが取れるはずがねー!!!!
って感じで諦めました。

その分ゆいさん頑張ってくださいね。

あ。ありがとうございます。

尊敬してると言われると照れくさいけど

でも嬉しいですね。

ありがとうございます。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

みおり（＠たちょ）

まぁ、長く忠義応援してるんでﾌｧﾝｻぐらいもらえないと

凹みますわ。６年ですもん。

ﾄﾞｰﾑはDVDになりそうだけどねー。
つーかなって欲しいなぁ。

ﾄﾞｰﾑもうすぐだねー。

楽しんできてください!!!!＞＜
あ。うん。山梨の日にｺﾑにﾒｰﾙきてたんだけど

ｺﾑ、最近全然使ってないから気づいたのが

結構後で。（ｺﾞﾒﾝね

うちｺﾑの電波もっそい悪いのよ。

いつも電波１本とか圏外とかで。

それで家にいる時使ってないんだよね。

韓国の音楽とかタイの音楽とかまひるは性にあうみたいで。

結構好きで聴いてます。

ﾊﾟｰｻｰかぁ。

なんかそうゆうの全然憧れたことがないんだよなぁ。(笑



まひるは音楽か洋服関係の仕事をやりたいって

中学生ぐらいから思ってたから。

竜奈さん（＠竜也）

中津かわゆす♥ですよね。

類は髪型とか雰囲気とかがすごく良かったんですよね。

ﾋﾟﾝﾁの時の花沢類だったりとか。(笑
萱嶋くんもｶｯｺｲｲよねー♥

まひるはなぜか中津ONLYなんですけど。(笑
とにかく花君最高だよね。

ゆりさん（＠たちょ）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

最近むちゃ∞ﾌﾞﾘ面白いですよね。
ﾛｹも大切だけどｽﾀｼﾞｵﾄｰｸが増えるとやっぱり

嬉しいですよね。

あ。こちらこそ絡んでやってください。

ﾌﾞﾛｸﾞやってらっしゃるんですね。

じゃ、またブログの方にもお邪魔しますね。

ななﾁｬﾝ（＠たちょ）

あたし、子供の頃から乗り物酔いするから

乗り物は苦手だったの。

やっと最近車酔いとかしなくなったぐらいだし。(笑
ｱﾗﾚちゃんはほとんどわからなかったよー。（涙

ドラえもんがちょっとわかったけど。

最近のでもまひる、最近ｱﾆﾒ観れてないから

たぶんわからないと思うわー。

だってNARUTOとか見たいのにいつもその時間
ご飯の時間だからﾁｬﾝﾈﾙ権がｵﾄﾝにあって

NARUTO見させてくれないし。Σ(´Д｀lll)
あ。スシ王子、１話見た。

面白かった!!!!!



なんかもっと真面目な話かなぁとか思ってたら

全然違うし。(笑

結希（＠渋やん）

ﾎﾝﾄ飛行機の話にはﾄﾞｷっとした。

なんかﾎﾝﾄに無事でよかったなぁって。

移動はﾊﾞｽも結構危険だし、

毎回ﾄﾞｷﾄﾞｷ。

今日は何で移動なんだろ???
無事だといいなぁって毎日考えてる。

ﾏﾙｰｽﾞﾌﾞｰﾄｷｬﾝﾌﾟすごい見たいなぁって思ってるんだけど

とりあえずﾄﾞｰﾑがDVDになってくれて
それに入ってたらいいなって思ってるだけなんですけど。(笑
やっぱﾗｲﾌﾞっていいな。

好きな曲が生で聴けるんだもん。

「まもりたい」が生で聴きたい。

ﾄﾞｰﾑではどんな感じで見せてくれるんだろうね。

行けないだけに余計に気になる。(笑
あたしもたちょのﾄﾞﾗﾑ見る時は必死。(笑
まひるはﾄﾞﾗﾑもやるんで余計にﾃｸﾆｯｸとか気になるし。

そんなあたしから見てもたちょのﾄﾞﾗﾑはｶｯｺｲｲです♥

ｺﾞﾒﾝね。

ほぼ毎日更新してるあたしが３日も放置すると

何かあったのかと思われるよね。(笑
あたし、ﾎﾝﾄ最近女の子の日が重症なのよ。

結希もｷﾂｲんだね。

じゃ、薬飲んで挑まなくっちゃだね。

お姫様抱っことかすばる無理そう。(笑
ｷﾞﾀｰより重たいもの持ったことなさそうだし。(笑
(↑どこのお坊ちゃまだよ。

りぃ（＠たちょ）

じゃ、早速呼び捨てで〜!!!!!(笑
滅多に３日も放置しないから

結構自分でも心配で。(笑



お腹痛いのって切ないよね。

ﾄﾞｰﾑ２日間参戦ですか???
羨ましいです♥

思いっきり楽しんできてね。

また報告お待ちしてます。

ﾄﾞｰﾑでのｸﾞｯｽﾞが欲しいんだけど

たぶんWebで販売するよね???
ﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞとか激しく欲しいんですけど。(笑
しかも使用用と保存用。

るぅんさん（＠たちょ）

ﾎﾝﾄ女の子の日の時は男子が羨ましいですよね。

うん。ﾎﾝﾄに山梨公演無事に終わって良かった♥

やっぱりるぅんさんのてるてる坊主８コが効いたんですかねぇ。

ありがとうございます♡

名古屋は昔からﾏﾅｰ悪いって言われてますよね。

でも少しずつ改善されてるんだなぁって話聞いて

思いました。

山梨でもまだ歌ってる最中に名前叫んだりする人とか

いたんですけど

でもまひるの見たか限りそんなにﾏﾅｰの悪い人も

居なかったかなぁって思いました。

arisaﾁｬﾝ（＠たちょ）
こんにちﾜﾝﾂｰ。

ﾏｼﾞで???
忠義さんのそれは愛あるHってことですかねぇ。(笑
arisaﾁｬﾝはなぜに怒ってるのですか???(笑
亮ﾁｬﾝって結構良い結果出るよね。

あ。昨日、ｶｰﾄｩｰﾝKAT-TUNでの脳内ﾒｰｶｰやってた。
１番笑ったのが上ﾌﾟの頭の中が全部「休」だったこと。

当たってる!!!!
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
え???そう???
忠義への愛を感じますか???



自分では特に意識したことってないんだけどね。(笑
みくしでもﾖﾛｼｸね。

海ﾁｬﾝ（＠∞）
脳内相性ﾒｰｶｰ面白いよね???
なんかまひる側の結果はあれは事実です。

亮ﾁｬﾝの体目的も事実です。(笑
海ﾁｬﾝもぜひぜひやってみてー♥

名前と苗字の間にｽﾍﾟｰｽ開けるか開けないかでも

結果が違ってくるみたいだし。

まひるはｽﾍﾟｰｽ開けたんだけど

昨日KAT-TUNの番組でやってた時はｽﾍﾟｰｽあけてなかった。

ありさ（＠博貴）

これからみくしも頑張って更新してくので

ぜひぜひﾖﾛｼｸね。

青森ﾁｹまぁまぁだったんだ???
もう席なんて関係なくｴｲﾄは楽しめるからね。

脳内ﾒｰｶｰ面白いよね。

相性のやつとか爆笑。

忠義とまひるのやつあれ結構当たってる気がするのは

あたしだけですか???
詐欺しといてｴｲﾄのﾌｧﾝとか名乗って欲しくなかった。



2007.08.02 Thu 生まれかわっても忠義を見つけてまた好きになりたい。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやったので

ぜひ見てくださいねー[:ハート:]

今日、夢に忠義が出てきたみたいで

朝からｳｷｳｷｳｫｯﾁﾝｸﾞです

やっぱ夢でも忠義に会えるって幸せなことだなぁって思います。

そうそう、今日ﾃﾚｶﾞｲを立ち読みしたのね。

初めて平成７のﾒﾝﾊﾞｰを見ました[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
今更とか言わないでー[:悲しい:]
で、思った。

高木くんｶｯｺｲｲ!!!![:ハート:]
って平成生まれでしょ???
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
無、無理!!!!
犯罪になるﾀﾞｽ[:悲しい:]
あぁ。でも高３かぁ。

ちょっと安心。

でもまひるの６つも下になるよ。

((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
どーせあたしは昭和の女ですから!!!![:パー:]
忠義も一応昭和の男だし[:パー:]
ﾑﾌ

でも高木くん気になるなぁ[:ハート:]
なんか特にどこがってわけでもないんだけど

今時の子って感じするよね。

あたしはいいです。

大倉忠義くんさえいれば[:揺れるハート:]



他は望みません。

忠義ONLY LOVEだもん[:ハート:]
しかも関西人がいいんです[:ハート:]
なんか関西人独特のﾉﾘが好きなんだよねぇ。

なんでだろ???
昔からそうなんだよね。

前世は関西人だったとか???(笑
生まれ変わってもあたしは忠義を見つけ出して

また忠義を好きになりたいです[:揺れるハート:]
同性だったらどうしよう。(笑
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
いや、きっと男と女で生まれ変わるよ。

そう信じたい。

ある意味まひるにとったら運命の人なんだけどなぁ。(笑
BUT、思いっきり片思いだし[:悲しい:]

ﾉｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰﾝ!!!!!

いいんだ。いいんだ。

忠義のこと好きでいられるだけで幸せだから[:ハート:]

つーかつーかTVぴあの連載ですばると忠義がｴｲﾄﾒﾝの中で
誰に１番抱かれたくないかって質問があって

２人ともヒナﾁｬﾝって即答だったのね。(笑
で、忠義の理由がヒナﾁｬﾝがどSだから
そうｶﾞﾂｶﾞﾂ来られてもみたいな理由で。(爆笑
つーか忠義だってどSじゃんよー[:パー:]
あたしはどMだからヒナﾁｬﾝ全然OKよ[:ハート:]
ｴｲﾄﾒﾝなら誰でも可なんですけどね[:チョキ:](笑
とか言ってて実際は忠義以外は無理なんですけど[:たらーっ:]

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.02 Thu ずっとずっと好きでした。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日３回目のｴﾝﾄﾘｰﾀﾞｽ。

大倉担まひるですけどもー。

何気、民ﾁｬﾝ（じいちゃん）を[:病院:]に連れて行って
ﾌﾞﾛｸﾞ更新して[:食事:]食べて
民ﾁｬﾝにも[:食事:]あげたりしてたら
２２時です[:パー:]
最近何かと民ﾁｬﾝDAYなんだよなぁ[:汗:]
全然ｲﾔじゃないんだけどね。

あたしお年寄り嫌いじゃないし。

結構子供の頃、夏休みになると山梨のおばあちゃんちに

ずっと預けられてたし。

今はそのおばあちゃんも亡くなってしまったんですけどね。

ちなみに山梨のおばあちゃんちが現在の福原家です[:ぴかぴか:]

今日は香川おつかめです[:てれちゃう:]
台風大丈夫だったんでしょうか???
夕方天気予報見たら宮崎上陸ってあったんで

たぶん香川は大丈夫だったのかなぁ???って思います。
何気、ｴｲﾄﾊﾟﾜｰすげぇ!!!![:ハート:]
やっぱｽｰﾊﾟｰ晴れ男、横山裕のおかげでしょうか???[:パー:]
だって今回のﾂｱｰで台風とﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞするの２回目ですよ[:パー:]
その２回とも跳ね除けてしまうとは

ハンパねぇっす!!!![:パー:]
山梨に至っては一滴も雨降らなかったからね[:パー:]
噂なんですけど山梨は富士山があるから

台風があんまり上陸しないらしいです[:パー:]
あくまでも噂ですけど[:パー:]（笑
ちなみにｴｲﾄﾒﾝの認識では富士山は静岡にあると

思ってるみたいですけど

山梨にもあるんですって[:パー:][:てれちゃう:]
山梨と静岡からでは富士山の見え方が違うので



男富士と女富士って呼ばれてるんですけど

どっちがどっちかは知りませーん[:パー:]
（↑出た!!!!ｱﾊﾞｳﾄ先生!!!![:パー:]
死ねばいい!!!![:パー:]（笑

忠義、今日、ｱﾝｺｰﾙの時、ﾊﾞｽﾛｰﾌﾞで出てきたそうで[:ハート:]
そのﾊﾞｽﾛｰﾌﾞの中にINしてTOGETHERしてもいいですか???
↑お前は何人だ!!!![:パー:]
ただﾁｬﾝとTOGETHERしたいですぅ〜[:ハート:]
なんならお持ち帰りの方向で[:パー:]
（↑逝け!!!![:パー:]
どうせ忠義はまひるの体が目的ですもんね。（フフフフ

（↑下の脳内相性ﾒｰｶｰ参照

いいもん。いいもん。

それでも全然いいもん[:てれちゃう:]
むしろヤってくｒ（強制送還[:パー:]
亮ﾁｬﾝと浮気しちゃうｿﾞ[:揺れるハート:]（ｷﾓｽ
（↑亮ﾁｬﾝからお断りｺｰﾙが[:パー:]
(っω；`。)ｽﾝｽﾝ。
あたし病んでるな。（笑

忠義不足で重症ですな[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li

いやぁ、今日下ｴﾝﾄﾘｰに高木くんのこと書いたじゃないですか???
何気高木ﾌﾘｰｸからのｺﾒﾝﾄが!!!!![:パー:]
人気なのね[:悲しい:]
(っω；`。)ｽﾝｽﾝ。
あたしが今まで高木くんの名前しか知らなかっただけだったのねー[:悲しい:]
随分とｵｯﾍﾟｹﾍﾟｰなあてくし[:パー:][:悲しい:]
だってだって。

ただﾁｬﾝにしか興味がないんだもん[:てれちゃう:]
あ。あと照史ね[:ハート:]
ﾑﾌ

あと何気にまなぶんも好きですけど何か???[:パー:]
あとべてらん大好きです[:ハート:]



関ｼﾞｭばっかじゃん!!!![:パー:]

関西人大好き!!!![:ハート:]

I LOVE KANSAIJIN!!!![:ハート:]

ﾋｭ〜ﾋｭ〜だぞ[:揺れるハート:]（たとえが古い
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
妙なﾃﾝｼｮﾝになってきたので

ここでﾄﾞﾛﾝ[:プシュー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.03 Fri たくさんの想いを胸に。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

明日はいよいよﾄﾞｰﾑですか???[:パー:]
関西で頑張ってきたｴｲﾄがいよいよ関東を制する時が

来たんですね[:ハート:]
おめでとう!!!!
最高のﾗｲﾌﾞにしちゃってくださいね。

行きたい気持ちも山々なのですが

お仕事のお休みがもらえず諦めました。

特にこれから大学生のﾊﾞｲﾄが実家に帰ったりするので

あたしとかは休みがとりづらくなるのね。

あたしは地元人だし[:猫2:]
あたしの夏休みはたぶん忘れた頃にやってくるんだよなぁ[:悲しい:]
頑張りまうす[:グッド:]

なんかすごいなぁ。

関ｼﾞｬﾆ∞って。
最初、松竹でもお客さん全然入らなかったのに

数年のうちに４７都道府県でﾗｲﾌﾞやるようになって

ﾄﾞｰﾑでもﾗｲﾌﾞやったりして。

あの時誰か１人でも諦めてる人が居たら

今のｴｲﾄは存在しないし、

みんなが一丸となって諦めずにやってきたからこそ

今のｴｲﾄが存在する。

すごくｽﾃｷなことだなぁって思います[:ぴかぴか:]
その中でもヨコヒナはﾎﾝﾄ天才的だと

まひるは思う。

この２人が居なかったらここまでこれなかったと

思うし。

もちろん他のﾒﾝﾊﾞｰ誰１人消えてもﾀﾞﾒなんだけど

やっぱりヨコヒナの評価は高い。

この２人がいるからこそ他ﾒﾝのﾎﾞｹが生き生きとしてくるし。



逆のことも言えると思う。

他ﾒﾝのﾎﾞｹがあるからヨコヒナのﾎﾞｹと突っ込みが生き生きしてくる。

最高のﾒﾝﾊﾞｰだと思う。

明日、ﾎﾝﾄﾄﾞｰﾑ頑張って欲しいと思う。

たぶんﾒﾝﾊﾞｰも気合は相当入ってると思うし。

でも会場がどこであれ普段の関ｼﾞｬﾆ∞らしさで
望んでくると思うな。

会場が大きかろうと小さかろうと

ｴｲﾄはいつも全力であたし達に向かってきてくれる。

そうゆうとこがすごく嬉しいんだよね[:ハート:]
忠義も昨日すごく元気だったみたいで

なんか５連ﾁｬﾝだったわけだけど

ﾊﾞﾃてる様子もなかったそうで。

良かったです[:ハート:]
忠義もﾚﾝｼﾞｬｰ で

言ってたけど体重落ちてないみたいだし。

それはﾒﾀﾎﾞﾁｬﾝにしたら喜ばしいのか悲しいのか

わからないけどでもﾊﾞﾃもせず頑張ってる証拠なんだなぁって

思ってちょっと嬉しかったです[:ハート:]
あとはお酒飲む時だけ気をつけてもらいたいです[:ハート:]
体休められる時なんてあんまりないかもだけど

でもなるべく休めてお仕事に全力で向かっていって欲しいな

って思います。

ﾄﾞﾗﾏの撮影とか始まったら睡眠時間も極端に

短くなると思うし、

少しでも体力温存して欲しいなって思います。

あ。そういえば昨日だいぶ四国では台風の影響で風が強かった

みたいだけど忠義、また[:飛行機:]で怖い思いしなかったかな???
あんまり[:飛行機:]で怖い思いばかりして
１８０ｾﾝﾁの巨体で駄々こねられたらやっぱり

止める人はヨコですかねぇ。（笑

もうそれ想像しただけでもおかしくて。（笑

なんか昨日のヨコのﾚﾝｼﾞｬｰ 読んでて

泣きそうになりました。

ヨコは小さい頃からつらい思いもたくさんしてきたんだなぁって



思ったらﾎﾝﾄ涙がこぼれそうになって[:ポロリ:]
あたしは両親共に自分のﾎﾝﾄの親じゃないんだけど

でも今もそうだけど子供の頃からﾎﾝﾄの子供と

全く分け隔てなく育てられたからﾎﾝﾄに幸せだなって思う。

誰１人あたしを冷たくあしらった人なんていないし、

だからあたしはﾎﾝﾄの親だと思って育ってきた。

あたしのじいちゃん（今[:病院:]にいる父方の）も
心臓にﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ入れてて

じいちゃんが裸になるたび泣きそうになった。

だからすごくヨコのじいちゃんとだぶって見えて

今これ書いてても泣きそうだもん[:悲しい:]
ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰの交換で入院した時があって

その時、お見舞いに行ったんだけど

手術後の後遺症か何かですごく手がむくんでて

手が自由にならなくて「まひるﾁｬﾝこれ開けてくれるか???」って
自分が病人なのにまひるにお茶入れてくれようとしてお茶の缶あけて

欲しいって言うんだよね。

すごく優しくて大好きなじいちゃんだった。

今は痴呆とかいろいろあって

[:病院:]で寝たきりの生活送ってるんだけどね[:悲しい:]
なんか見てて切なくなるもん[:悲しい:]
あ。話が暗くなってすみません[:汗:]

とにかく明日、明後日行かれる方、

思いっきり楽しんできてくださいね[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]



2007.08.04 Sat 祝!!!!東京ﾄﾞｰﾑ１日目。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか激しく肩がｶﾞﾁｶﾞﾁなんですけど[:パー:]
もう夏休みだから目が回るぐらい忙しいの!!!![:悲しい:]
軽く夏休みなんてなくなればいいのに!!!!![:パー:]
と学生さんに殺されそうな発言なんぞしてみる。（笑

ﾏｼﾞ単に羨ましいだけです[:パー:]
あたしだって３年前は学生だったし[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
そんな初々しい時もあったんだって[:パー:]
（↑初々しくなかったけど[:パー:]
腐れ外道でしたけども[:パー:]
まぁ、そんなわけで肩がｶﾞﾁｶﾞﾁなんですぅ[:悲しい:]
どんなわけだ???
さっきから肩をもみもみしてますが

気持ちいいんです[:パー:]
じゃ、ただﾁｬﾝに(・)(・)を揉み揉みしｔ（強制送還[:パー:]
最近まひるさん、発言がﾊﾚﾝﾁ〜!!!![:パー:]
なんかきっと病んでるんだな[:悲しい:]
あ。そういや思い出したんだけど

あたしはｺﾝで絶対上着を脱ぎ脱ぎしない忠義を

最初の頃はどんだけｷｽﾏｰｸつけてんだよ[:パー:]
って疑ってました。（爆笑

はい。単なるﾒﾀﾎﾞですね[:パー:]（笑
つーかおまえはどんだけ忠義の裸が見たかったのか???
って話ですよね[:パー:]
忠義のﾃｨｸﾋﾞﾋﾞｰﾑに犯されたかっただけです[:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li

あ。今日、職場で早速SS501がかかってました[:ハート:]
ちょっと激しく歌いそうになりましたけども[:パー:]
ちなみに[:家:]にいても激しく歌いそうになるのを



我慢しております[:悲しい:]
だって隣の部屋の民ﾁｬﾝに丸聞こえなんですもん。[:悲しい:]
まひるたん、激しく音痴ですけど何か???[:パー:]
それは音楽の聴き方がﾒﾛﾃﾞｨｰよりもﾘｽﾞﾑで

聴いてることが多いんですよ。

これは自分でもよくわからないんですけど

ﾘｽﾞﾑの次にﾒﾛﾃﾞｨｰが乗っかるんですよ。

なのでﾄﾞﾗﾏｰ向き体質なんですけど[:パー:]
でもちゃんとｷﾞﾀｰのﾁｭｰﾆﾝｸﾞとか出来るんですよ。（笑

もうだってこれｳｻﾞｲぐらいやりましたもん。

もう耳が慣れちゃって。

なので音痴というよりその歌のﾒﾛﾃﾞｨｰを知らないだけなんですね。（笑

[:家:]でも歌わないし。
まぁ、そんな感じです[:たらーっ:]

あ。今日は東京ﾄﾞｰﾑ１日目お疲れ様でした[:ハート:]
うーん。

今のとこﾚﾎﾟは見てないんですけど

行かれた方もまだ熱狂冷めやらぬって感じなんでしょうね。

忠義もきっとﾃﾝｼｮﾝ上がったまんまだと思うし[:ハート:]
なんかそんな忠義想像しただけで(○´艸`)ｶﾜｲｲなって
思っちゃうし[:ハート:]（笑
あぁ。東京ﾄﾞｰﾑかぁ[:ハート:]
なんかあたしなんてﾘｱﾙに仕事してたしなぁ。

まぁ、明日もなんですけど[:パー:]
なんか自分が仕事してる間にも

ｴｲﾄに会えてる人達がいるんだなぁ。（笑

最初の頃はそうゆうのに対してすごくもどかしさを

感じたんだけど最近は慣れちゃって

ｶﾞﾏﾝできちゃったりするんですよね。

前はﾎﾝﾄ自分の行ける範囲内で行けなかったりすると

すごく凹んだりして[:悲しい:]
昔だっから絶対行ってたし。

大人になったんですかねぇ。

たぶん自分の仕事に対する責任みたいなのを

感じるようになったのかなって。



そんな感じで明日もはじけちゃって!!!![:GO!:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.05 Sun おかえり、博貴。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ｽﾃｰｼﾞに８人が揃いました[:ハート:]
それが何よりも嬉しくて[:ポロリ:]
これで後に引き下がれなくなりましたね。（笑

やっぱり８→１。

そしてみんなが望んでいる８人のｽﾃｰｼﾞ。

そんなﾐﾗｸﾙをくれた亮ﾁｬﾝに感謝。

もう８人で前に進むしかない。

今日、２００７年８月５日東京ﾄﾞｰﾑに完全色のｴｲﾄが

戻ってきました。

まだﾎﾝﾄに戻ってくるとかわかんないけど

でも望みが出来たってゆーか

きっとまた８人のｽﾃｰｼﾞが見れる。

信じていてもいいんだなぁって思いました。

おかえり。

博貴。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]



2007.08.08 Wed あなたがそばに居てくれたらどんなに心強いんだろう。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

精神的に不安定になってしまって

過呼吸をおこしてしまいました。

久々に大きな発作で薬飲んでﾋﾞﾆｰﾙ口に当てて

３０分ぐらい苦しみました[:悲しい:]
なんかまた月曜日からﾌﾞﾛｸﾞが書けなくなっていて

書こう書こうとすごく焦ってしまうんですよ[:汗:]
なんかあんまりお休みしても不安になるし、

ﾎﾝﾄ苦しいです[:悲しい:]
今日、仕事だったんですけど

大体仕事が終わって一息ついた頃に

過呼吸起こすんですよね[:たらーっ:]
幸いにも仕事中に過呼吸をおこしたことがないので

よいんですけど[:汗:]

なんかｽﾄﾚｽって嬉しいことが起こっても感じてしまうんですって。

だから博貴がｽﾃｰｼﾞに立って嬉しかったのと同時に

いろんなことが頭の中でｸﾞﾙｸﾞﾙ駆け巡ったんでしょうね。

別に博貴が悪いとかじゃ全然ないです。

空（＠章大）にﾌﾞﾛｸﾞが不調なんだよねーみたいな話を

したら無理しないで書ける時に

書いたらいいと思うよって言われました。

そう頭ではわかってるんですけど

やっぱり焦ってしまうんですよね[:汗:]
なのでまひるの今感じてることを正直に書いてしまおうと

思って書いています[:たらーっ:]

なんかやっぱり書かないと他の人に置いていかれるような

気がするんですよね。

他にもたくさんまひるのﾌﾞﾛｸﾞなんかより面白いﾌﾞﾛｸﾞ



書いてらっしゃる方もいますし、

もっと自分のﾍﾟｰｽで自分らしく書けたらいいなって思うんですけど

なかなかまひるの性格上難しいみたいです[:悲しい:]

なんか今日、むちゃ∞ﾌﾞﾘの忠義を見てて
すごく遠くな人に感じました。

山梨公演ではあんなに近かった忠義も

やっぱり[:テレビジョン:]の中の人で
同じ人とは思えないそんな葛藤がありました[:悲しい:]
それでなんだか切なくなってしまって[:ポロリ:]
ただただ忠義に会いたいなって気持ちで

ﾎﾟｯｶﾘ穴が開いてしまいました[:悲しい:]
今年はﾎﾝﾄ去年に比べたら忠義に会えた回数とか

極端に少ないし、

仕事のことだけじゃないんですよね。

ｴｲﾄに会えない理由って。

じいﾁｬﾝの体調が思わしくなかったり

いろんなことが重なって

ぶっちゃけたくさんｴｲﾄに会える人が羨ましいです[:ぴかぴか:]
なんか時々悔しいなって思う時もあります。

自分の生活環境のこととかいろんなことで

ｶﾞﾏﾝしている自分がいて。

それは全然仕方の無いことなので

行ける人に嫉妬したりはないです。

でも自分の止まってる間にｴｲﾄは動いてるんだなぁって

思います。

それがなんか切なくて[:ポロリ:]
これってやっぱりｴｲﾄに依存してるってことなのかなぁ???
依存はしたくないって思ってるんですけど。

なんかﾗｲﾌﾞ中っていろんなことで不安になるなぁと

思ったまひるでした[:悲しい:]

あとｻﾝｽﾏﾁｬﾝﾊﾞﾄﾝありがとう[:ハート:]
明日出来たらやりますねーん[:揺れるハート:]



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.08 Wed 久々のﾊﾞﾄﾝ。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は、SUN★SMILEﾁｬﾝから
ﾊﾞﾄﾝをもらってるのでそれをやりたいと思います。

内面？バトン

■貴方の名前は？

福原まひる（HNですけど）
本名は言えない。

ｦﾀを隠してるので。（笑

■自分を一言で例えると？

頑固。

（他にもいろいろあるんだけどねぇ）

一途とか一途とか一途とか。（笑

ちなみに自分の意見はﾊﾞｻっと言うﾀｲﾌﾟです。

■自分を動物に例えると？

ﾅﾏｹﾓﾉ。

ﾁｮｰﾏｲﾍﾟｰｽだから。

■バトンをくれた子ってどんな人？

元気な感じの明るい子。

ﾎﾝﾄにSUN★SMILEって感じ。
いつも励まされてる気がする。（笑

■次に回す人を五人以上！最低でも



うーん。

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮・忠義）

心愛ﾁｬﾝ（＠忠義）

しぃか（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）

結希（＠すばる）

特にお知らせもしないので

ここをもし見てたらやってください。（ｱﾊﾞｳﾄですみません



2007.08.08 Wed 愛してもいいですか???

こんにﾁﾊﾟ。

本日何気３回目だったりすゆ。（笑

大倉担まひるです[:ハート:]

下のｴﾝﾄﾘｰにﾊﾞﾄﾝとかあるんで見てちょんまげ[:てれちゃう:]

ﾎﾝﾄだったら昨日休みでって感じなんだけど

今日、診察があったので今日、仕事休みにしてもらって

午後からの診察に汗だくになりながら行ってきますた[:悲しい:]
なんか一応賭けに出たのね。

午後一は暑いからみんなちょっと時間をずらしてくると。

あんまり待ちたくないんで[:パー:]
だから診察時間の始まる３０分前に行ったんだ。

したっけﾋﾞﾝｺﾞ!!!!
１人しか人いなくて診察始まって１０分で終わった。

だから結局[:家:]出て１時間半で終わった。
でも干からびるほど暑かったけどねー[:悲しい:]

なんかﾌﾞﾛｸﾞはやっぱり前にも書いたと思うんだけど

しばらくはﾘﾊﾋﾞﾘ的な感じで書いて行こうと思う。

人間だから調子いい時もあれば不安定な時もあるし。

あたしいつもそんなに元気がいいわけでもないんだよね。（笑

最近ちょっとｵｶﾝともめてたし。

なんかｵｶﾝも民ﾁｬﾝの介護で疲れてるから

まひるに当たりたい気持ちわかるし。

だからｸﾞﾁｸﾞﾁ言われてもずっと黙って聞いてたんだけど

あたしもﾊﾞｶ正直だからそれがすぐ体が反応しちゃって。

あぁ。あたしってﾎﾝﾄ弱い人間なんだなぁって。

もっと強くなりたい。

忠義のこと守れるぐらい強くなりたい。

あたしは忠義にまもられてる???
ってゆーか支えてもらってるよね。



だからあたしも忠義のこと守りたいし、

支えたいと思う。

そうすることがまた自分を支える道でもあるから。

結局今のあたしは忠義がいなくちゃ何も出来ないぐらい

弱い女なんだよね。

忠義を支えることを言い訳に自分守ってるもん。

今はそれでもいい。

何かをきっかけに自分を支えていけたらそれでいい。

あたしの強さの秘訣は忠義を好きでいること。

忠義を愛している事実。

それで少しでも強くいられるなら忠義力を貸してください。

忠義は言った。

愛しているは好きの最上級だって。

あたしは忠義のこと愛してるって言えるよ。

好きで好きで忠義が居なくなったら

あたしのすべてが崩れていく。

あたしがあたしでなくなる。

そのぐらい大切な存在。

あたしがあたしでいられるように

愛していてもいいですか???

つーかﾔ○ｵｸでｴｲﾄのﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞの写真見たりしたんだけど

亮ﾁｬﾝ、ﾔﾊﾞｽ!!!![:ハート:]
めっちゃ欲しい[:ハート:]
ﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞ７色揃えて壁に飾りたい[:揺れるハート:]

あ。今日は８月８日でｴｲﾄの日ですね[:ハート:]
なんか何気[:ケーキ:]買ってお祝いしたくなってきたけど
今からこの暑さの中ｹｰｷ屋に行く根性はない[:悲しい:]
ﾀﾞﾒﾀﾞﾒなあたしでｺﾞﾒﾝよ[:悲しい:]
なんかもっと早く気づけよ!!!![:パー:]って話でしょ???
ごめんなすって

　 　 　 　 　 　 　



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.09 Thu あなたと一緒に歩みたい。

おっぱぴょーん[:おてんき:]
大倉担まひるですけどもー。

なんか昨日 少なめで寝たから

あんまり眠れなかった[:悲しい:]
結局今日起きたの５時４５分だもん[:悲しい:]
まぁ、休みなんでいいんですけど[:パー:]
なんか平日に連休とってるとﾆｰﾄみたいだね

今日も暑くなりそうだね[:たらーっ:]
今日は愛媛だっけ???
なんかWebの４７ﾂｱｰの連載が今日の愛媛、忠義だったじゃないですか???
なんかそこに書かれてる「大倉忠義」と言う文字を

見ただけで萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]してしまいました。（笑
もう好きになりすぎると名前見ただけで

萌え[:揺れるハート:]ってなっちゃうよね???
今日も無事に公演が最高の形で終われますように。

愛媛eighterﾁｬﾝ頑張って!!!!!
なんか山梨公演からもうすぐ１ヶ月経とうとしています。

でもまひるは忠義 が２階に上がってきてくれて

忠義が段々と近づいてくる時、ﾎﾝﾄにﾄﾞｷﾄﾞｷしてて

心臓が口から飛び出るぐらい緊張してて

その時の光景が今でも頭に浮かびます

あたしはあの瞬間ﾎﾝﾄに幸せだったし、

ﾎﾝﾄ今にも「好きです[:ハート:]」って言ってしまいそうな勢いだった。（笑
そんな思いをたくさんのeighterﾁｬﾝにもしてもらいたいなぁ
なんて思います[:ハート:]

あたしの今の目標はこのﾌﾞﾛｸﾞをﾒｼﾞｬｰにして

忠義に見てもらえたらいいなってことです

見てくれるか見てくれないかなんてわからない。

でもあたしの言葉を唯一忠義に伝えられる場所なんですよね。



だからもっともっと頑張って

忠義に認めてもらえるようになりたいなぁ

なんて図々しいことを考えています[:ぴかぴか:]
うーん。きっとﾒｼﾞｬｰになったらなったで

今までみたいに書けなくなっちゃうかもしれない。

でも出来るだけまひる節で書けたらいいなって思います。

まひるの書く文章を好きと言ってくれる人が

いる限りあたしはﾌﾞﾛｸﾞを続けていくと思います。

あたしは単純だから自分の思ったことを

そのまま文章にしてしまう。

それを好きと言ってくれる人もいれば気に入らない人も

いると思う。

でもあたしはあたしのままで書き続けたいと思う。

だからこれからもﾖﾛｼｸお願いします。

あたしの[:パソコン:]ﾗｲﾌが１番楽しかった時期。
それは某ﾎﾑﾍﾟがあった時。

そこでたくさんの人と友達になって

今いる昔からのON友はそこで知り合った人ばっかり。
今はそのﾎﾑﾍﾟもなくなっちゃって

数人とは今でも絡みがあるけど

ﾌﾞﾛｸﾞやめちゃった子とかもいるし、

今頃何してるんだろうなぁって時々考える。

みんなすごいﾌﾞﾛｶﾞｰさんばっかりだった。

だからﾌﾞﾛｸﾞを読むのが楽しかったし、

某ﾎﾑﾍﾟの掲示板で絡むのが楽しかった。

まひるは当時学生だった。

課題とかもたくさんあったりﾊﾞｲﾄもあったりで

なかなか掲示板にﾚｽできなかったりもしたけど

それでも楽しかった。

みんなのｺﾒﾝﾄを読むのが楽しかった。

今、そうゆう場所がなくなってしまって

ﾎﾝﾄに残念だと思う。

あ。あたし基本的に人様のﾌﾞﾛｸﾞ読むの大好きなんですよ



ｺﾒﾝﾄ残してないだけで[:パー:]（笑
だから結構お友達のﾌﾞﾛｸﾞも読んでます。

なかなか時間がなくて毎日見るﾌﾞﾛｸﾞは限られてるけど

でも結構見てます。

なのでﾌﾞﾛｸﾞ持ってる方はぜひｱﾄﾞﾚｽ出して

いただけると嬉しいです

なるべくﾌﾞﾛｸﾞにお邪魔しますし、

ｺﾒﾝﾄも頑張って残せるようにします[:ぴかぴか:]
あと相ﾘﾝも受け付けてますのでﾌﾞﾛｸﾞでｼﾞｬﾆｰｽﾞの画像を

使ってないﾌﾞﾛｸﾞさんだったら大概相ﾘﾝ受け付けてますので

お声かけてくださると嬉しいです[:ハート:]
内容がこれはちょっと···って言う感じだとちょっと

お受けできない場合もありますが

ぜひお声かけてください。

それじゃ、また後で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.12 Sun ﾏﾅｰ守ってこそ真のeighter。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

肩こりがひどくて湿布貼りました[:悲しい:]
もうこの湿布が調子良くて一晩貼っておくと

次の日には肩が軽いんです[:ハート:]
あんまり首もｺﾞｷｺﾞｷ鳴らしたりしなくても平気だし[:ハート:]
これで乗り切るぞぉー!!!![:グー:]

あ。北海道でも忠義の寝起きﾄﾞｯｷﾘの映像流したんですね。

激しく見たい[:揺れるハート:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
なんか今年ｴｲﾄはﾎﾝﾄeighterﾁｬﾝのお財布をｶﾞｯﾁﾘ
握り締めましたね。

嬉しいやら悲しいやら。

なんか高知で丸ﾁｬﾝ批判のうちわがあったようですけど

そうゆうことは絶対にやめて欲しいです。

もし自分が批判されたらどうですか???
気分悪いじゃないですか???
しかも丸ﾁｬﾝ、何も悪いことしてないのに

口ﾊﾟｸで謝ったらしいですよ。

批判するぐらいならｴｲﾄｺﾝに来るな!!!!
やっぱりﾏﾅｰ良く気分良く終われるﾗｲﾌﾞが最高だと思います。

ﾒﾝﾊﾞｰ全員を愛せない人はﾌｧﾝ失格だと思います。

あと最近ﾒﾝﾊﾞｰの股間を触る人も増えてるようですが

それもやめてください。

自分が知らない人から胸触られたらどんな気持ちになりますか???
ﾀﾚﾝﾄだから何でもしていいってことは

有り得ないんです[:パー:]
だからﾏﾅｰ守ってください。

言い出したらきりが無いぐらいなんですけど



ﾒﾝﾊﾞｰもeighterも気持ち良くﾗｲﾌﾞが終われたらいいなぁ
って思います。

今日は眠いのでこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

来週中にはやりますねーん

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.13 Mon ﾊﾞﾄﾝ

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日はまずﾊﾞﾄﾝやります[:ハート:]
結希（＠すばる）からﾊﾞﾄﾝがまわってきたので

やりたいと思います。

下からﾄﾞｿﾞ  ■名前を教えて下さい。（フリガナもつけて）
＞まひる（ﾏﾋﾙ）

■名前の由来を教えて下さい。

＞真昼の月ってﾄﾞﾗﾏがあってなんとなく。（笑

■その名前はいつから使っていますか？

＞２０００年ぐらいから。

大倉担になる全然前からです。

■今の名前は何代目ですか？

＞２代目ぐらい。

その前はまおだった。（笑

■サイト名（ブログが主の人はブログで）を教えて下さい。（フリガナもつけて）

＞「日々、大倉忠義。」(ﾋﾋﾞ､ｵｵｸﾗﾀﾀﾞﾖｼ。）

■サイト（ブログ）名の由来を教えて下さい。

＞毎日大倉忠義を想って毎日大倉忠義に癒されて

日々が活力だから。



■サイト（ブログ）を開設してどれくらいたちますか？

＞２年２ヶ月。

■そのサイト（ブログ）は何代目ですか？

＞２代目です。

初代は「One Way」ってやつ。
今もやってまーす♥

■初めてできたオン友は？

＊オン友⇒ネット上で知り合った友達。

実際に会って初めて知り合った友達はネット上で交流があっても含めない。

＞誰だろ???
今でも付き合いがあるのは

ちろり（＠にっきど）とかみほ（＠中丸）辺りかと。

■いつどこで出会ったのですか？

＞みほ（＠中丸）がやってたﾎﾑﾍﾟで。

■現在結構メールしているオン友は何人いますか？

＞あまりﾏﾒではないので未知数ですが

１５人ぐらい???

■自分が１番仲が良いと思ってるオン友は？

＞難しいなぁ。

１番は選べないけど

ちろり（＠にっきど）とかみほ（＠中丸）とかりりかさん（＠たちょ）とか

しぃか（＠たちょ）とかナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）とか佳奈（＠すばる）とか???

■相互リンクはしていますか？

＞してまーす♥



■相互とブクマ、どっちが多いですか？

＞同じぐらいだと思う。

■ちなみにこのバトンを回してくれた人と相互リンクしてますか？

＞してます。

だって大好きだもーん♥

■このバトンを成り立ちが知りたい１〜１０人に回してください。

（アンカーは無しです。必ず誰かに回してください）

だ、誰???
じゃ、

なつみ（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）

しぃか（＠忠義）

みずき（＠章大）

みほ（＠中丸）

で、お願いします♥



2007.08.14 Tue ﾂｱｰ真っ只中。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにﾊﾞﾄﾝをやったので

良かったら見てねーん

今日はｼﾌﾄの関係で時間がいつもと違ってて

９時から１９時までお仕事〜[:ハート:]
朝眠かったんだけど１９時半には帰宅して

ｺﾅﾝをｶﾞﾝ見[:びっくり:]
ﾎﾝﾄ、美味紳助を見ろよ[:パー:]って感じでしょ???
だってｺﾅﾝ大好きなんですもん[:ハート:]
ｺﾅﾝ見せておけばご機嫌なぐらい好きなんだって[:パー:][:ハート:]
しかも今日は一話完結のやつだったから

気分良く終われたし[:ぴかぴか:]
それでその後お仏壇にお線香あげてﾅﾓﾅﾓ。

今日、お墓参りに行けなかったからﾅﾓﾅﾓだけしといた。

明日お休みなんだけど

[:家:]の仕事手伝うことになってるから
あんまり休みっぽくないけど[:悲しい:]
何気今月忙しかったりすゆ

あとお友達が代行してくれたｸﾞｯｽﾞのﾎﾟｽﾀｰが今日

届いたのね[:ハート:]
で、たぶん明日ﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞとか届くと思うので

めちゃめちゃ楽しみ

明日からただﾁｬﾝも一緒[:ハート:]の[:パソコン:]ﾗｲﾌ。

あと最近忙しかったのでﾚﾎﾟとかあんまり読んでないんで

ﾚﾎﾟ読んでﾌﾞﾛｸﾞ訪問もしたいなぁと思います[:ハート:]
なのでﾌﾞﾛｸﾞお持ちの方はｶﾞｼｶﾞｼｱﾄﾞﾚｽ出していただけると



これ幸い[:パー:]

なんか最近１週間が異常に早いの[:パー:]
それだけ忙しいってことだと思うんだけど

休みもあっという間で、

えぇー???もうﾄﾞｰﾑから１週間が過ぎたの???って感じで
４７ﾂｱｰもあっという間に後半戦でびっくりしています。

ｴｲﾄはほぼ毎日ﾗｲﾌﾞやってるんだよなぁ[:ハート:]
なんかもう自分が行けるとか行けないとか

関係ないぐらい平々凡々な日々を送ってます[:悲しい:]
なんかﾂｱｰ中ってゆう実感あんまりなくなってきたもん[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
何気あと１ヶ月ちょっとで終わるんだなぁ。

もう写真集とDVDの発売が楽しみだもん[:ハート:]
ﾄﾞﾗﾏのDVDも明後日には届くと思うし。
何気全部買いました[:揺れるハート:][:悲しい:]
少しでも多くただﾁｬﾝが映ってたらいいな

何気ﾋﾅﾄﾞﾗなんて１回しか見てないってゆーね[:悲しい:]
１番多く見てるのがすばﾄﾞﾗ。

ﾏｼﾞあれはいい!!!![:パー:]
ﾖｺﾄﾞﾗも５回ぐらいは見たかなぁ[:ハート:]
ﾖｺﾄﾞﾗの時の忠義が首をかしげてる瞬間がもっそい萌える[:揺れるハート:]
あたしまたすばるがﾄﾞﾗﾏに出てるの見たいなぁ。

すばるのお芝居ってﾎﾝﾄ繊細さが出てて大好き

博貴がお休みしてた間にお蔵入りしてた

戦争ﾄﾞﾗﾏも見たいし[:ぴかぴか:]
あれって何気に２年以上前でしょ???
結構あれからみんな成長してると思うし、

ある意味楽しみ[:ハート:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担もお気軽にｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.14 Tue つれづれなるままに。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

うち３匹犬が居たんですよ。

でも今年、２匹が亡くなって今、残りの１匹が

死にそうなんです[:悲しい:]
なんかもう後ろ足が立たなくなってて

ｶﾞﾝが出来てて体中痛そうで時々泣くんです。

もうそれがすごく切なくて[:悲しい:]
さっきも泣いてたので気になって見に行ったんですけど

まひるが泣きそうになりました。

なんか命あるものだからいずれは死んでいくのは

当然なんですけど立て続けに亡くなっていくとﾎﾝﾄ寂しいです[:悲しい:]

明日と明後日にｴｲﾄのﾄﾞﾗﾏＤＶＤが届く予定なんですけど

明日、ｵｶﾝが[:家:]に居ないみたいで
受け取る人がいないから明日見れないかも[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
受け取り先、職場にしておけばよかったかなぁ[:悲しい:]
ただﾁｬﾝが見たいのにー!!!!
Σ(´Д｀lll)

あ。今日、友達から残りのｸﾞｯｽﾞが届きました[:ハート:]
早速忠義のﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞ使ってるんだけど

もうめたんこ忠義が男前で[:揺れるハート:]
ﾏｳｽ、ｸﾘｸﾘしながらただﾁｬﾝｶﾞﾝ見です[:びっくり:]
ｷｭﾝ死しそうです[:ラブ:]

今日ね、２時間しか寝てないからもっそい眠いの[:眠たい:]
さっき花君見る前に目覚ましかけてｳﾄｳﾄしてたら

目覚ましの音にもっそいﾋﾞﾋﾞって心臓ﾊﾞｸﾊﾞｸなりますた[:びっくり:]



そう、それで２時間しか寝てない理由なんだけど

もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞのﾃﾝﾌﾟﾚを作ってたの[:ハート:]
それが[:パソコン:]の調子が悪くて
再起動２０回ぐらいして４時間ぐらいかかって作ったの。

初めてﾁｬﾚﾝｼﾞしたｺﾞｽﾛﾘ風なんだけど

かんなり可愛く出来てﾌﾞﾛｸﾞ更新するのが楽しみです[:ハート:]
自分で着るには絶対ｺﾞｽﾛﾘとか有り得なすなんだけど

見る分にはすごく好きで[:揺れるハート:]
もう最初、ｺﾞｽﾛﾘにしようって思って

素材探してたんだけどなんか結構ｴｸﾞｲやつが多くて

怖かった[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
まぁ、そんなわけでもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞのﾃﾝﾌﾟﾚ、

時間あったら見てねー[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

pika2.gif

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽にｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.16 Thu すばると忠義。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

うーわ。

SHOCK ME!!!!なんですけど[:パー:]
ｴｲﾄﾄﾞﾗﾏDVDの単品の特典映像ってBOXと一緒じゃん!!!![:パー:]
違うと思ったから全部買ったのにー[:悲しい:]
でもいいや。

単品のﾊﾟｯｹｰｼﾞｶｯｺｲｲし[:ハート:]
所詮あたしｦﾀｸだし[:てれちゃう:]

今日昼間めっちゃ暑かったんだけど

夕方、夕立がきて[:あめ:]降ったので涼しくて快適です[:ハート:]
でも[:雷:]は嫌いです[:悲しい:]
昨日の夜も[:雷:]すごかったし[:悲しい:]
昨日近くのｸﾞﾗｳﾝﾄﾞでお祭りがあって

帰ってきてゆっくりしようと思ったら

すっごいうるさくて[:むかっ:]
しまいにゃ花火上がってるし[:悲しい:]
そのすぐ後に[:雷:]で昨日は散々でした[:悲しい:]
最悪なのはｸﾞﾗｳﾝﾄﾞが近いのでたまに夜中２時とか３時ぐらいに

ﾛｹｯﾄ花火とかをあげてるｱﾎ共がいることです[:むかっ:]
ﾏｼﾞあれは迷惑だからやめて欲しい。

あたし、結構その時間寝ること多いから[:パー:]
あたしのワガママかもしれないけど

やめてくれ[:パー:]

なんかあたしの頭の中、脳内すばるなんですけど[:パー:]
全然DVDの本編は見てないんだけど
特典DVDは確実にﾀﾞﾌﾞﾙは５〜６回見てて。(笑
もうすばるが可愛いの[:ハート:]
なんかすばるの喋り方とかももっそい好きだし[:ハート:]



雨降らしの話してる時のすばるとか

めちゃめちゃ可愛い[:ハート:]
あと待ち時間が５時間あるってゆう時に

すばﾁｬﾝが水飲んでてｽﾀｯﾌさんにしりとりやる???
って言われて水噴出しそうになるとことか

もっそい可愛い[:ハート:]
なんかすばる、すごく良い方向に変わったなぁと思って。

昔はﾎﾝﾄ尖がってた感じだけど

今はすごく穏やかな感じで

やっぱりｴｲﾄﾒﾝがそうさせたんだろうなって。

信じられる仲間がいるってすごくいいことだなと

思った。

信じられるからﾎﾝﾄの自分をさらけ出すことが出来るし、

弱い部分も見せられる。

それでいいと思う。

でも最近のすばるってすごく安定してるよね。

やっぱり仕事が充実してるからかな。

特に今はすばるの好きなﾗｲﾌﾞ三昧な日々だし。

好きな仕事が出来るって素晴らしいことだよね。

あ。今日忠義の話してないね。(笑
あたし、忠義の独特の空気大好きです[:ハート:]
時々眉間にしわが寄ってて怖い時もあるけど

でも基本ﾏｲﾍﾟｰｽで穏やかな空気が周りを包みこんでいて

それがすごく心地いいってゆーか。

隠れて努力してる部分たくさんあると思う。

でもそうゆう部分を感じさせない忠義の

ﾏｯﾀﾘ空気があたしは好きです

この人だから信じられる、この人だからずっとついて行こうって

思える。

ﾎﾝﾄそうなんだよね。

あたしは大倉忠義が大好きです[:ハート:]
仲間思いでやる時はやる男、大倉忠義が好きです[:ハート:]
これからもらしさを忘れず前に進んで欲しいと思う。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽にｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.18 Sat 天然探知機ﾌﾙ完備。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、休憩時間にｺﾝﾋﾞﾆに行ったらﾛﾏﾈがかかってた[:ハート:]
何気あたし、ｺﾝﾋﾞﾆでｼﾞｬﾆ率高いんですよ[:パー:]
なんか歓迎されてるみたいで結構嬉しいんですけど[:揺れるハート:]
↑単純[:パー:]
一応ﾆﾔﾆﾔしないように気をつけてるんですけどね[:パー:](笑

でも毎日暑くてｲﾔになりますねぇ。

ｼｬﾜｰしても結局汗だくだもん[:汗:]
しかも最近[:家:]にいる時は民ﾁｬﾝのお世話で終わっちゃうんだよね[:悲しい:]
民ﾁｬﾝを[:病院:]に連れてって点滴してもらったり。
民ﾁｬﾝに[:食事:]あげたり。
自由になる時間って民ﾁｬﾝが寝てから。

父方の祖父みたいにずっと見てないとならないわけじゃないから

民ﾁｬﾝは全然ﾗｸなんだけどね[:ぴかぴか:]
でも言ってることは７割ぐらいおかしいこと言ってるけどね[:たらーっ:]
もう昼間と夜の区別がつかないから

夜中に突然起き出してご飯は???ってことはよくある。

つーか今日って２４時間TVやってるんだよね???
さっき気がつきました[:悲しい:]
滝様のﾄﾞﾗﾏが見たかったのにー[:悲しい:]
(っω；`。)ｽﾝｽﾝ
去年の２４時間TVの時は夜行ﾊﾞｽに乗ってました[:てれちゃう:]
ちょうど日曜日にｻﾏｽﾍﾟで[:ハート:]
なので去年の２４時間TVも見ていません[:パー:]
亀ﾁｬﾏのﾄﾞﾗﾏも見ていません[:パー:]
何気凹むわ〜[:悲しい:]
あたし亀ﾁｬﾝの金八の時、異常に亀ﾁｬﾝ大好きでした[:ハート:]
当時は相葉担だったんだけど



もう亀ﾁｬﾝに降ります!!!!![:パー:]って勢いだった。
結局その時降りずに２ヶ月後ぐらいに

淳之に降りてるんだけどね[:たらーっ:]
何それ???[:パー:]って感じでしょ???
確かその時、J2000があって亀ﾁｬﾝ見たさに行ったんだけど
結局写真、相葉ﾁｬﾝと亀ﾁｬﾝと淳之買ったもん[:ハート:]
でもあたしの目もなかなか確かでしょ???（笑
何気その次の年ぐらいには忠義、ｶｯｺｲｲって言ってた[:ハート:]
↑あたしの中では発見遅かった方なんだけど。

あたし天然でいい男発見するのうまいんだよねー[:ハート:]
なんか最近また相葉ﾁｬﾝ熱上昇中だし[:揺れるハート:]
天然探知機がついてるらしい。（笑

あたしの元担で天然じゃなかった人なんていないなぁ。

だから顔に統一性はないんだけど

ｷｬﾗで言うとわかるわかるって言われる。

なんかあたしまだｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ、忠義の上半身おﾇｰﾄﾞから

捲ってないんだけど(笑
絶対[:家:]に帰ってきた時に
ｳﾊ[:ラブラブ:]ってなる。（笑
あれﾏｼﾞﾔﾊﾞｲ[:てれちゃう:]
なんかもうあの表情にﾉｯｸｱｳﾄされる[:パンチ:]
今の爽やかただﾁｬﾝも好きー[:ハート:]
どんだけｶｯｺｲｲんだ???[:ハート:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]



2007.08.20 Mon 無題。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー

何気寝る体制に入ったのに[:パソコン:]始めちゃったよ[:パー:]
眠れなかったのと今日すっごいｲﾗｲﾗすることがあって

今もｲﾗｲﾗしてるんでここで吐き出しておかないとって

思って。

今日、一緒にｼﾌﾄ入ってた２人が全然仕事しないの[:むかっ:]
なんかずっと裏でサボってて[:悲しい:]
１人は社員で１人はﾊﾞｲﾄなんだけど

社員の自覚なし。

社員の方はまひるの先輩に当たるので

直接注意できるわけもなく。

それで居てもたってもいられなくなって

店長に相談しました。

やっぱり前々から問題になってるみたいで

注意とかもしてるらしいのですが

全然言うこと聞かないらしいんです[:悲しい:]
もういっそﾊﾞｲﾄの方、ｸﾋﾞにしてくれ[:パー:]
ｲﾗﾈ[:パー:]

今日、(日付変わったので今日ね）は
まひるの大好きだったﾊﾞﾝﾄﾞのｷﾞﾀﾘｽﾄMくんの誕生日です。
最近そのﾊﾞﾝﾄﾞの夢をよく見るんですよ。

他ﾒﾝ３人は今も音楽活動しててﾎﾑﾍﾟもやってて

すごいなぁなんて思いながら見てるんですけど

Mくんだけ消息がつかめないんです。
たぶん仲が良かったYさんなら知ってると思うんですけど
Yさんの消息さえつかめません。
数年前は南青山にお店出してたんですけど

もうお店の場所も忘れちゃったし

今もやってるかどうかわからないし。

なんかあたしはそのﾊﾞﾝﾄﾞのﾌｧﾝをやってる時に



末っ子でした。

だからすごく可愛がってもらってたし、

楽しかった

Mくん誕生日おめでとう!!!!

知ってました???
星って買えるんですよ。

買えるって言ってもお金払って星に好きな名前をつけて

もらえることぐらいなんですけど

あたしはどうしても関ｼﾞｬﾆ∞っていう名前を
つけた星をｴｲﾄのﾃﾞﾋﾞｭｰ日にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄしたいんですよー[:てれちゃう:]
でもお金にすると確か８万ぐらいかかるんですよ。

だからあたしの力だけではどうにもならなくて[:汗:]
(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝですよ[:パー:]
やっぱりお金のかかることは迂闊には出来ないですよね。

なんか最近忠義がすごくすごく遠く感じます[:悲しい:]
自分のﾜｶﾞﾏﾏだってわかってるんだけど

やっぱり会いたいし[:ハート:]
前はもっと身近に感じられたのにってすごく思います。

やっぱり人気が出たから???
でもあたし忠義の人気が出ることはすごく

喜ばしいことだと思ってます。

少しでもたくさんの人に忠義の存在を知ってもらいたいし、

忠義が認められた瞬間ってゆーか。

だから全然ｼﾞｪﾗったりはしないんですよ。

なんせ同担好きなあたくしですから[:パー:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

初めましての方も同担の方もお気軽にｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

Webﾊﾟﾁありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.20 Mon 頑張ってるあなたが好き。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、民ﾁｬﾝを入院させたそうです。

とりあえず全く[:食事:]を食べないので
このままでは夏が越せないと判断して

入院させたそうです。

なんかちょっと安心しました。

[:病院:]なら少しは[:食事:]食べてくれるかなぁと思って。
仕事から帰ってきたら民ﾁｬﾝの部屋の電気が

消えていたので入院させたんだなぁと。

民ﾁｬﾝと暮らして久々にお年寄りって大変だなぁと思った。

なんか最近すっかり忠義不足です[:悲しい:]
とりあえず９月をなんとか越せれば

１０月にﾄﾞﾗﾏが始まるから忠義が毎週見れる[:ハート:]
それまではｶﾞﾏﾝかなぁって[:ポロリ:]
時にはｶﾞﾏﾝも必要だよね[:悲しい:]
やっぱり忠義は芸能人だし、

会いたい時にすぐ会えるわけじゃないし[:悲しい:]
まひるがきっと今の仕事をしてなかったら

もっと会えてたかもしれない。

だからって仕事に妥協はしたくないんだよね。

不純な動機で仕事したくもないし、

あたしはやっぱり好きなことを仕事にしていたいから。

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ充実させて仕事は[:お金:]のためにって
方法もありだと思うけど

笑って仕事がしたいから。

なんかｴｲﾄ見てるとﾎﾝﾄに仕事好きなんだなぁって思うし[:てれちゃう:]
だからあたしも負けたくないなって思うし。

だから時々仕事つらいなって思う時もあるけど

忠義が頑張ってるから頑張れる。



忠義のﾄﾞﾗﾏ楽しみだなぁ[:ハート:]
しかも長瀬くんとだし、絶対良いﾄﾞﾗﾏに間違いないと

思うんだよね。

しかもきっとすごく楽しい現場になること間違いないと

思うの。

だから忠義にとってまたすごく成長出来るお仕事だと

思うし、いっぱい感じとって欲しいと思う[:ぴかぴか:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

今週中にやります寄って煮。

初めましての方も同担の方もお気軽にｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.21 Tue 結希、すぅさん、しぃか、ナナ美ﾁｬﾝ、みおり。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

『題名にお名前がのってる人がびっくりして受け取るバトン』

【ルール】

◆其の壱:回ってきた５文字を携帯の記憶している変換機能で１文字ずつ変換
◆其の弐:その変換候補に出る上位５つを惜し気もなくさらす
◆其の参:そして次に回す人に新たな５文字を指定

ありさﾁｬﾝ（＠忠義）からﾊﾞﾄﾝが回ってきたので

やりまーす[:ハート:]

お題は【ひびえいと】です。

【ひ】

・引き←何これ???さっぱりわからない。
・博←これは博貴って打ったんだと思います。

・ヒナ←王道ですね。(笑
・必要←何が必要だったんでしょう???忠義からの愛???
・匹←これはうちに犬が３匹いたって話を最近したからですね。

【び】

・ビン←ﾋﾞﾝって何???使った記憶ないですよ[:パー:]
・ビビル←あぁ。最近使いましたね。何にﾋﾞﾋﾞったかは忘れました[:パー:]
・美←たぶんナナ美ﾁｬﾝって打つ時に使ったかと。

・病院←はい。民ﾁｬﾝを入院させた話です。

４つまでしか出てこなかったので。

【え】



・映像←ｴｲﾄのﾄﾞﾗﾏの特典映像って打ちました。

・ｴｷｻｲﾄ←ｴｲﾄのDVDﾀｲﾄﾙを英語で打つのがめんどいかっただけです[:悲しい:]
・ｴｲﾄ←出てきてちょっとほっとしました。(笑
・えぇない←なんか日本語おかしいですよね???
・遠征←やっぱ遠征ですよね[:ハート:]

【い】

・言い出して←何を言い出したかは内緒です[:ハート:](笑
・行ってる←どこかに行ってるんですかねぇ。

・ｲﾔ←今日使いました。人間ｲﾔなこともあるんです。

・一心同体←相方空（＠章大）とのﾒｰｳに使いました。

・いいけど←完璧上目線です[:パー:]

【と】

・年寄り←また民ﾁｬﾝﾈﾀですね[:パー:]
・ﾄﾗｳﾏ←あたしのﾄﾗｳﾏではありませーん[:たらーっ:]
・特典←ｴｲﾄのﾄﾞﾗﾏの特典映像の話です[:パー:]
・遠退いた←使った記憶はあるけどいつ使ったんだろ???
・届きました←ｸﾞｯｽﾞを送ってもらった方に送ったﾒｰﾙですね。

前にもこれに似たﾊﾞﾄﾝやったんですが

[:携帯:]変えてから初めてだったので
ちょっと新鮮でした[:ハート:]
　　　　

１）まわしてくれた人の印象をどうぞ

　確かありさﾁｬﾝはまひるの1ｺ上だったと思うんですけど
なんかいつも一生懸命で可愛らしい人だと思います。

これからもっともっと仲良くなれたらいいなって

思ってます[:ハート:]

２）大好きな人にバトンタッチ



　えー。ﾀｲﾄﾙにﾊﾞﾄﾝ渡す人の名前を入れてくださいとの

ことなので一応名前入れときますね。

ここ見てたらやってくださーい[:ハート:]
大好きな人ということで毎回同じ人になりつつあって

すみません[:汗:]

　　

３）ﾀｲﾄﾙにまわす人の名前を入れてびっくりさせて下さい。

結希（＠すばる）

すぅさん（＠すばる）

しぃか（＠忠義）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

みおり（＠忠義）

４）お題

　次のお題は

【ぎたりすと】

でお願いします。

最近何気にﾊﾞﾄﾝ拾ってますね[:ハート:]
ﾊﾞﾄﾝは特にﾈﾀのない時に助かります[:たらーっ:]
だって今日ﾈﾀないんですもん[:悲しい:]
ありがとうありさﾁｬﾝ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます



2007.08.22 Wed ４７ﾂｱｰ最後まで全力で。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は右手を怪我してるので

もっそい[:パソコン:]使いづらいです[:悲しい:]
ちなみになぜ怪我をしてるかというと

朝６時頃、愛犬ﾗﾝ丸ﾁｬﾝの鳴き声で目を覚まして

様子見に行ったんですね。

そしたら自分の巣に戻れなくなって泣いてたんで

後ろから抱きかかえて巣に戻してやろうとした

その時です。

ﾗﾝ丸ﾁｬﾝに右手を噛まれました[:悲しい:]
ﾗﾝ丸ﾁｬﾝはｶﾞﾝが体中に転移してるので

体に触れるとかなり痛いようで怒るんです。

それで噛まれたんですけど噛まれても手を離さずに

巣まで戻してやりました。

終わった後、激痛と血が流れて出てきて

ﾗﾝ丸ﾁｬﾝはここ最近狂犬病の注射をしてなかったので

[:病院:]に行ってきました。
まひるたん、思ってたよりも重症でした[:悲しい:]
消毒と薬塗ってもらって

点滴と薬をもらってしばらく[:病院:]に通うように言われました。
それで午後から仕事行ってたんですけど

何気右手に激痛が走るんですよ[:悲しい:]
ﾊﾞｲｸに乗れなかったのでｵﾄﾝに送り迎えしてもらったんですけど[:悲しい:]
もう[:病院:]でも飼い犬に手を噛まれた???
って結構苦笑されたんですけど[:悲しい:]
だってしょうがないじゃない。

病気なんですもん[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
誰がしんどいってﾗﾝ丸が１番しんどいんだもん[:悲しい:]
だから噛まれたってヽ(●´ε｀●)ノ気にしないもん。
なんか初代ﾗﾝ丸も生後半年で病気で亡くなったんだけど

やっぱ切なかったなぁと思って[:ポロリ:]



まぁ、そんなわけで右手の痛いまひるどんでした[:悲しい:]

４７ﾂｱｰも残すとこあとわずかになってきましたね。

やっぱりそれだけの間、同じﾂｱｰをやるっていうのは

精神的にも肉体的にもつらいかもしれない。

でも最後までﾌｧﾝの期待を裏切らないｴｲﾄで

居て欲しいと思う。

最近亮ﾁｬﾝと忠義の怠慢ともとれる行動が目立つみたいだけど

ぜひぜひ誰もが気持ちよく終われるような

ﾗｲﾌﾞをお願いします。

あたしはいつも全力で頑張ってる忠義が好きだし、

そこが忠義の良いところだったんじゃないのかなぁ???
実際見たわけでもないので偉そうなことは言えないんですけど[:悲しい:]
でも忠義にとって何かが残るﾗｲﾌﾞであって欲しいし、

せっかくのﾂｱｰをただ終わらせるだけじゃ意味がないと

思うんだよね。

最後まで全力で頑張って欲しいと思う。

ヒナﾁｬﾝとかヨコなんてﾎﾝﾄMC引っ張ってってるわけでしょ???
大変だと思うよ。

忠義はその苦労をわかってるのかなぁ???
忠義にﾏﾈしろとは言わないけどあの２人の頑張りを

感じて欲しい。

そう思います。

eighterは細かいところまで見てますよ。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださるとうれしいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]



2007.08.23 Thu 忠義の力になりたい。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾎﾝﾄはｺﾒﾚｽやろうと思ってたのですが

右手の怪我のためお休みさせてください[:悲しい:]
ﾎﾝﾄにすみません[:汗:]
これ打つのもやっとなんで[:悲しい:]
今朝も[:病院:]行って消毒と点滴やってもらってきました[:たらーっ:]
また消毒が痛いんだよ[:悲しい:]
いい大人が半ﾍﾞ状態ですよ[:パー:]
(っω；`。)ｽﾝｽﾝ
ちなみに右手は親指が全く使えなくて

他の指はなんとか動くんですけど

結構ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ打つ振動で手のひらが痛みます。

まぁ、そんな感じです[:悲しい:]
ちなみに傷は８箇所です。

で、昨日狂犬病を調べたんですけど

あれって１００％死ぬんですね[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
あたし、小学生の時も野良犬に全身噛まれて

[:病院:]に運ばれたことあるんですけど
今回程傷は深くなかったので

確か１回[:病院:]に行っただけで済んだと思います。
でもものすごく怖かったのは覚えてます[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
今日は特に傷が痛みます[:悲しい:]

なんかあたしって無力だなぁって思う。

忠義的には今結構ﾋﾟﾝﾁなわけでしょ???
まぁ、自分で招いたﾋﾟﾝﾁなんだけど。

でもまひるはここに書くことしか出来なくて

実際忠義に言うことも出来ない。

今、このﾋﾟﾝﾁから救ってあげたい。



忠義、頑張れ。

あたしはいつでも忠義の味方だよ。

だから応援してる。

いつもいつも応援してる。

忠義に少しで良い仕事をしてもらいたいから。

もうもしかしたら解決してるかもしれない。

そうあって欲しいと思う。

今日は午前中に[:病院:]に行った後
傷が痛むので寝てました。

なんかしかも包帯巻いてるから無駄に蒸れてかゆいんだよなぁ。

特に手首。

手首はなんともないのにｶﾞｯﾂﾘ包帯巻いてあるんだもん[:悲しい:]
ちなみに今日はﾗﾝ丸ﾁｬﾝは日傘の下にいました。（笑

軽くお坊ちゃまです[:ハート:]
かわゆす[:揺れるハート:]
なんか昨日、まひるが包帯巻いて帰ってきたら

心配そうな顔してました[:ポロリ:]
まぁ、まぁ、君がやったんですけどね[:パー:]（笑
ｱﾊﾊﾝ。

あ。１０月１７日発売の服部良一さんのﾄﾘﾋﾞｭｰﾄｱﾙﾊﾞﾑに

ｴｲﾄも参加します[:チョキ:]
歌うのは「買い物ﾌﾞｷﾞ」だそうです[:ハート:]
小田和正さんとか福山雅治さんとかも参加するそうです。

たぶん買います[:ハート:]
つーか買わせてください!!!!![:パー:]
なんかそうゆうﾄﾘﾋﾞｭｰﾄとかに参加出来るって

すごく貴重なことだし、

名誉なことだと思います。

だから買わせてください!!!![:パー:]

短いけどほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

すみません[:汗:]
手が治ったらやります。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.24 Fri ﾊﾞﾄﾝしかやってないじゃん。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日はななﾁｬﾝ（＠忠義）からﾊﾞﾄﾝが回ってきてるので

やりまーす[:ハート:]

【あのこのこともっと知りたいなぁバトン】

１．あのこがもっと知りたいという５人

心愛ﾁｬﾝ（＠忠義）

SUN★SMILEﾁｬﾝ（＠忠義）
真優（＠章大）

小春ﾁｬﾝ（＠章大）

ありさﾁｬﾝ（＠忠義）

２．お名前は？

まひるです[:ハート:]
本名は全然普通。（笑

３．年齢を教えて？

２３歳。

１０月で２４歳になりまふ[:悲しい:]
ｴｲﾄでは丸ﾁｬﾝとﾀﾒ。

４．職業は？

服飾関係。

５．ご趣味は？

[:パソコン:]触ることと寝ることとﾄﾞﾗﾑ。



あ。あと音楽鑑賞。

６．好きな異性のタイプ

天然で穏やかな人。

笑顔が可愛いとなおよし[:パー:]

７．特技は？

ﾄﾞﾗﾑとﾍﾞｰｽ。

８．資格は何か持っていますか？

販売員と中学校の家庭科教師の免許。

９．悩みはありますか？

大きな悩みはないけど小さな悩みがいっぱい。（笑

１０．好きな食べ物と嫌いな食べ物

好きな食べ物···ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ、ﾊﾟｽﾀ、鳥肉全般、たこ焼き、ﾗｰﾒﾝ

嫌いな食べ物···ｳﾆ、数の子、海草全般（ｱﾚﾙｷﾞｰのため）

１１．好きな人はいますか？

ﾘｱﾙに大倉忠義しか今はいません [:悲しい:]

１２．あなたの愛する人へ一言

いつも支えになってくれてありがとう。

たくさんの笑顔をありがとう。

１３．最近ハマっていることは何ですか？

点滴してる間に寝ること。（笑



１４．最近一番許せなかったことは？

自分のドン臭さ。

１５．オススメの音楽を教えてください！！

東方神起。

いやいや、あげるといっぱいあるんだけど

最近１番よく聴いてるから。

１６．最初に指名した人たちに他者紹介を簡単におねがいします。

心愛ﾁｬﾝ（＠忠義）

知り合ってからは結構経ちますねぇ。

なんかすごく繊細で心使いが細かいとこまで出来る

人です。

心愛ﾁｬﾝのﾌﾞﾛｸﾞを心愛ﾁｬﾝと知らずに読んでた過去あり。（笑

SUN★SMILEﾁｬﾝ（＠忠義）
なんか子犬のようにじゃれてきて可愛いなぁって。（何それ???
あたしはさんすまﾁｬﾝみたいに素直になれない部分があるから

羨ましいなぁって思います。

真優（＠章大）

すごく章大のことが大好きでそれがすごく文章とか

人柄に現れててすごいなぁって思います。

あたしも真優みたく優しい女の子になれたらなぁって。

すごく尊敬してるし、大好きです。

小春ﾁｬﾝ（＠章大）

なんか勝手なｲﾒｰｼﾞなんですけど

すごく小さくて可愛らしい人かなぁって思います。



でも文章とかすごくしっかりしている部分もあって

あたし、最初、高校生かと思ってたので

びっくりしました。（笑

ありさﾁｬﾝ（＠忠義）

最近の中で１番気になるお友達です。（笑

なんかもっともっと絡んだらもっともっと仲良くなれるかなぁって

思ってます。

またﾒｯｾのお返事しますねぇ。

なんかこんな感じで。（笑

他にもﾊﾞﾄﾝ回ってきてるんで明日やりますねーん。

ｼﾞｬﾆ-ｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.25 Sat ３年前の今日。

２００４年８月２５日。

努力が報われた日。

関西限定CDﾃﾞﾋﾞｭｰ。
あれから３年。

大きく成長した８人。

今はまだ７人だけど

来年はきっと８人でお祝いできると信じてる。

ｴｲﾄの面々は長く見てきた人たちばかりだから

ぶっちゃけまだ３年なんだ???
って気持ちの方が大きい。

あっという間の３年だったけど

でもﾎﾝﾄ各自が大きく成長するには十分な３年間だったと思う。

そしてこれからも。

これからも彼らの旅は続いてく。

終わらない旅。

あたしの旅もｴｲﾄと共に続いてく。

これからもずっとずっと応援していきたいなって思う。

あたしの願い。

どんなに大きく成長しても

小さな会場、大きな会場問わずﾗｲﾌﾞを続けて欲しいと思う。

３周年おめでとう。

2007.8.25
福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

手が治ったら再開します。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

個人的なことはお手数ですがﾒｰﾙでお願いします。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.26 Sun 体調最悪です。

風邪ひきますた。

ﾀﾞｳﾝ中の大倉担まひるですけどもー。

みおり（＠忠義）からﾊﾞﾄﾝが回ってきてるので

やりまーす。

性 格 バ ト ン 

01自分で思う性格 
すっごいﾏｲﾍﾟｰｽ。

妙なとこで短気。

ｷﾚるけどすぐ忘れる。（笑

言いたいことははっきりと言う。

02人に言われること 
独特な空気が流れてる。（笑

03男女関係なく友達の理想 
・相手の気持ちの考えられる人。

・空気読める。

・ﾏﾅｰの守れる人。

・一緒にいてﾗｸな人。

なんか結構みおりとかぶってるんだよなぁ。（笑

04好きな異性の理想 
・周りの人を思いやれる人。

・ﾏﾅｰが守れる人。（←携帯の電源切る場所では切るとかｺﾞﾐのﾎﾟｲ捨てしないとか



・空気の読める人。

・いい意味でﾄﾞｷﾄﾞｷ感を感じれる人。

05最近褒められて嬉しかったこと 
こんなﾌﾞﾛｸﾞを好きと言ってくれる人が

いること。

06送り主の顔見たことある 
ないけど

元気が顔いっぱいに溢れててｽﾃｷだと思う。

07送り主の印象は 
元気いっぱい。

いつも明るくて周りも明るくさせてくれる人。

08次に回す人(思い浮かんだ人適当にどうぞ)
▽クール→

▼残酷→

▽可愛い→

▼癒し→

▽格好よい→

▼面白い→

▽楽しい→

▼美しい→

▽頭が良い→

▼礼儀正しい→

▽大人→

▼子供→

STOPします。
やりたい方がいましたらどうぞ。



えぇー。風邪ひきますた。

喉痛くて咳が止まりません

頭痛いです。

おまけに女の子の日になりました。

軽く死ねばいいと思ってます[:悲しい:]
(っω；`。)ｽﾝｽﾝ
体調最悪です[:悲しい:]
もう限界なのでこの辺で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽にｺﾒﾝﾄ

くださると嬉しいです[:ハート:]
ご意見、批判などはお手数ですがﾒｰﾙで

お願いします。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.08.27 Mon 大倉忠義を信じます。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

はい。相変わらず風邪はひどいです[:悲しい:]
熱が少しあって何がひどいって咳です[:悲しい:]
喘息持ちなので出だすとなかなか止まらなくて

昨日からずっと寝てるので

腰が痛くなっちゃってそれで起きて[:パソコン:]やってます。
↑結構元気なあてくし[:パー:]

今朝大変だったんですよ[:パー:]
まひるの部屋だけ停電で[:たらーっ:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
朝４時ぐらいにﾄｲﾚに起きたら電気つかないの[:悲しい:]
はい。暗がりの中で用をたしました[:悲しい:]
(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。
もうそれからずっと電気が気になって眠れなくて

そのまま朝９時に手の方の[:病院:]に行って
帰りに風邪の方の[:病院:]に行ってきますた[:悲しい:]
点滴２時間!!!![:パー:]
眠くなって途中で寝ちまったよ[:パー:]
で、[:家:]に帰ってきたら電気やさんが来てて
３０分程で原因がわかって無事電気復活!!!![:パー:]
ふぅ。暑い中寝なくて済んだよ。

でも結局熱出てるから汗だくだったんですけどね[:悲しい:]

それともう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞに昨日書いたんだけど

ちょっと事件があってまだ解決してないんだけど

でもたくさんの人からﾒｰﾙもらったりして

あぁ。あたしって１人じゃないんだなぁって思いました[:ポロリ:]
ﾒｰﾙくれたお友達ﾎﾝﾄにありがとう[:ハート:]
今日元気でﾌﾞﾛｸﾞが更新できるのもみんなの



おかげだよ。

ﾎﾝﾄにありがとう。

あたしって単純だからすぐ落ち込むし、

でも立ち直りも早いんだよね[:ぴかぴか:]
また落ち込むこともあると思うけどﾖﾛｼｸお願いします。

あたし、昼ぐらいまではまだ弱ってて

このままｦﾀ卒していくのかなぁなんて思ってたんだ。

でもあたしには無理だってわかった。

あたし、ここ数日[:パソコン:]の壁紙あえて
ﾋﾁｮﾙにしてたのね。

だけどさっき忠義に戻したのね。

あたし、この笑顔を忘れることなんて出来ないって思った。

忠義を裏切ることなんて出来ないと思った。

忠義の行動を許したっていうのもおかしいけど

納得したわけじゃないんだけど

でも信じるしかないんだなって思った。

まだまだ不安な点はいくつかあるんだけど

でも好きだから。

だから信じていきたいと思う。

大倉忠義のすべてを受け入れられるだけの女になりたい。

そう思う。

好きだから。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

手が治り次第やりますね。

初めましての方も同担の方もお気軽に

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

P.S.ヒナ担の愛さんここ見てたらお手数ですが
ﾒｰﾙください。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]



2007.08.28 Tue ただﾁｬﾝ、お粥作って&#9829;

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、こっちのﾌﾞﾛｸﾞ書き終わってからが

喘息がひどくて[:悲しい:]
肺が痛いです[:悲しい:]
しかも夜中にお腹も寝ていられないぐらい

痛くなってﾊﾞﾌｧﾘﾝ飲みました[:悲しい:]
もう体調最悪です[:悲しい:]

あとﾒｰﾙありがとうございます[:ハート:]
ﾎﾝﾄにみんながいるからあたし頑張れます[:ぴかぴか:]
あと体調の心配してくださる方もありがとうございます[:ハート:]
なんとか生きてます[:たらーっ:]
右手の怪我の方もだいぶよくなってきてます。

あと何回か点滴したら終われそうです[:ぴかぴか:]
なんかﾎﾝﾄみんなに心配かけるようなことばかりで

ｺﾞﾒﾝなさい[:悲しい:]
最近のあたしついてないなぁ[:悲しい:]

まだ風邪で体が弱ってるので大倉担大復活〜!!!![:ハート:]って
わけでもないんですが

ﾎﾞﾁﾎﾞﾁ復活しておりまする[:ぴかぴか:]
気持ちが弱ってるからこそ忠義の助けが必要だし。

あぁ。ただﾁｬﾝにお粥作ってもらって

頭なでなでされたいなぁ[:ハート:]
ただﾁｬﾝに風邪うつしたら大変なのでﾁｭｰ禁ですけどね[:パー:][:悲しい:]
はい、今の妄想で７０％回復しました[:揺れるハート:]
やっぱり忠義の笑顔に癒されるよ[:揺れるハート:]
とりあえず風邪治せ[:パー:]って感じですが。
ぶっちゃけるとあたしﾎﾝﾄ好きな人いないと何も出来ない人なのね。

体調管理もまともに出来ない人で。（笑



だから今、忠義に会えてないでしょ???
だから気合が足らんのです[:パー:]
それで夏風邪なんぞひいてみたりして[:悲しい:]
実にﾀﾞｻｲです[:悲しい:]
忠義にいつ会えるとか目標があると

絶対何が何でも体調崩したりしないし。

女の子の日も忠義DAYは避けてくれるし。（笑
ﾏｼﾞでﾏｼﾞで[:パー:]
だからただﾁｬﾝ、早く帰ってきて

ﾑﾌ

今日、むちゃ∞ﾌﾞﾘ見たいけど明日仕事だから
明日こそ仕事行かないとﾔﾊﾞｲでしょ???
早く寝て風邪治せよ[:パー:]
昨日はﾎﾝﾄ夜、散々だったからなぁ[:悲しい:]
ﾏｼﾞで死ぬかと思った[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 

ほなおつー。

P.S.はい。すみません。
ヒナ担の愛さんと最近の忠義についてのあたしの

発言を知りたい方はﾌﾟﾛﾌのとこにﾒｱﾄﾞが載せてあるので

お手数ですがﾒｰﾙください。

ただし、忠義についてのﾀﾞﾒ出しなので

知りたくない方はﾒｰﾙはご遠慮ください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

いつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

右手が治り次第やります。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]



2007.08.29 Wed お休み。

すみません。

風邪悪化のためお休みします。

まひる。



2007.08.31 Fri ﾀﾞﾒ出し。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

薬がなくなったので

風邪薬をもらいに[:病院:]に行って
ついでに点滴もしてもらいました。

それで帰ってきてから[:食事:]食べて寝てた。
そしたらだいぶﾗｸになって明日には仕事行けそうです[:ぴかぴか:]
つーか結局１週間もお休みしちゃいました[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
どんだけ???[:パー:]

思ってたよりもたくさんﾒｰﾙがきてお返事返すのも

困難になってしまったので

ﾌﾞﾛｸﾞには書かないでいようと思ったのですが

昨日のヒナﾁｬﾝのﾚﾝｼﾞｬｰの件にかなり感心してしまったので

やはりここははっきり書くべきだと判断し、

最近の忠義と亮ﾁｬﾝについてのﾀﾞﾒ出しをします。

ﾀﾞﾒ出しが不愉快だと思われる方はご遠慮ください。

これについての批判は受け付けません。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

右手が治り次第やります。

初めましての方も同担の方もお気軽に

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]
ﾂｱｰが始まって忠義のお酒が進むようになって

大丈夫かな???なんて最初はそんな何気ないとこから
始まりました。

それから二日酔いでｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞでﾗｲﾌﾞやったりする日も

あれば歌の最中に亮ﾁｬﾝと談笑。（これ何回かあったみたいです。

歌が始まってるのに水を飲む。

ﾃﾝｼｮﾝ低い日もあれば亮ﾁｬﾝみたく機嫌悪い日もある。

人間だから完璧になんて無理かもしれないけど

でも回避出来ることだってたくさんあるはず。

その時、その会場しか入れないeighterさんだって
たくさんいる。

そのeighterさんを１人でもｶﾞｯｶﾘさせたらやっぱり
いけないと思う。

以上のことはまひるが見たわけでも

ないので偉そうなことは言えないんですが

見た人の意見として

「無限星への手紙」さんというﾌﾞﾛｸﾞの

岩手ﾚﾎﾟとそのｺﾒﾝﾄ、ｴｲﾄとｴｲﾀｰのﾓﾗﾙなどの

記事を読んでいただければかなり具体的に書いてあるので

わかりやすいかと。

あと先週のﾚﾝｼﾞｬｰで忠義が某Tｼｬﾂを手放した話をしてたよね。
あれもまひるはどうかと思う。

だってあれヒナﾁｬﾝがくれたやつだよね???
人様からもらった物を人にあげてしまう。

それはどうかな???って。
やっぱりくれた人の気持ちのこもってるものだから

大切にして欲しかったなって思います。

忠義や亮ﾁｬﾝにはいつかこのことに気づいて改めて

欲しいなぁって思うし

やっぱりあんなに頑張ってるヒナﾁｬﾝでも

ﾀﾞﾒ出しする部分はあるんだなぁって。

せっかく亮ﾁｬﾝも忠義も頑張ってる部分たくさんあるのに



ちょっとした気の緩みで怠慢と言われてしまう。

それだけ人から見られてる仕事だと思うから

あえて今回言わせてもらいました。

いつも甘甘だからたまにはﾀﾞﾒ出しも

させてもらいます!!!!

これを読んでくださった方、

自分なりにいろいろと考えてみてください。



2007.09.01 Sat 大倉忠義がやっかし好き!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日から９月ですね[:ハート:]
もう少し暑い日も続くみたいですけど

まひるのように夏風邪ひいたり夏ﾊﾞﾃには

みなさんも気をつけてくださいね[:チョキ:]

なんかあたし自体ﾀﾞﾒ出しをして良かったかなって

思います。

あたしはそれでもやっぱり忠義が大好きだし、

関ｼﾞｬﾆ∞が大好きです
大好きだからこそもっともっと上も目指して欲しいって

思うし、

最高の形でﾂｱｰを終えて欲しいなって思うので

ﾀﾞﾒ出しをしました。

決して忠義や亮ﾁｬﾝのことが嫌いで

したﾀﾞﾒ出しではありません。

本来ﾀﾞﾒ出しって愛あるﾀﾞﾒ出しが基本ですよね[:ハート:]
あたしは今回のことでもっと忠義の支えになれるだけの

ﾌｧﾝになりたいなって思いました。

忠義がﾀﾞﾒ出しに対して反発するか

素直に受け入れてくれる人なのかはわかりません。

でもよくないとこはやっぱりよくないと

言えるﾌｧﾝでありたいと思います。

褒めるとこはちゃんと褒めたいし。

甘甘なだけがﾌｧﾝじゃないんだってまひるは思います。

あたしが大倉担を降りる時はｦﾀ卒する時だと

決めています。

もう忠義以上に好きになれる人がいないからです。

今までｦﾀをやってきてその時、付き合ってる人も

いたんです。

でもあたしはその彼氏よりも忠義を選びました。



ハンパな覚悟じゃないことだけは確かです。

簡単にｦﾀ卒したら別れた彼氏に失礼だし、

じゃ、まひるの覚悟は何だったの???って話になるじゃないですか???
だから今の大倉忠義も受け入れる覚悟は出来ています。

でも今回のことですごくｼｮｯｸで悩んだことも事実です。

このままｦﾀ卒していくのかなぁなんて思ったことも

ありました。

でもあたしはやっぱり忠義じゃなきゃﾀﾞﾒなんです。

忠義の癒しが必要なんです。

今、ぶっちゃけ忠義のどこが好きなの???って
聞かれると答えに困る自分がいるんですけど。

（↑あたしは忠義の努力家なとこが好きだから

でもあたしは忠義の穏やかな空気が好きだし、

４７ﾂｱｰを終えて何かが残るﾂｱｰであって欲しいと思います

ﾂｱｰでの忠義と亮ﾁｬﾝの頑張ってる部分も

すごくあることはわかってます[:ハート:]
忠義のﾊﾟﾜﾌﾙなﾄﾞﾗﾐﾝｸﾞはさすがだなって思うし、

亮ﾁｬﾝと歌おうのｺｰﾅｰのﾍﾌﾞﾝﾘとかネ申だと思いますよ。

ﾌｧﾝｻだって積極的にやってると思うし、

良い部分だってたくさんある。

それをかき消してしまったらもったいないじゃない。

だからｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞなんかじゃなくて

全力のｴｲﾄで居て欲しいと思います。

終わった後に成長の見れるｴｲﾄで居て欲しいと思います。

さてさて話は変わって

「歌姫」の話です。

衣装あわせをして髪をｼﾞｪｴｰﾑｽﾃﾞｨｰﾝ風に切ったとのこと。

早く見たいです

１番早くて何で見れるのかなぁ???
楽しみです[:ハート:]
もう髪型が気になってここ最近ﾜﾁｬﾜﾁｬしてました

いよいよﾄﾞﾗﾏが進行してるんだなぁって思って

ﾎﾝﾄ１０月が待ち遠しいです

あたし、忠義のお芝居好きですよ[:揺れるハート:]
演技のお仕事するごとにすごく成長してて



わぁーすごいなぁって新たな感動を与えてくれるんですもん[:ハート:]
最初は舞台で忠義がｾﾘﾌ言うたびにｸｽｸｽって笑い声が

おきていたけど今はすごく人をひきつけられるだけの

お芝居してるし[:ぴかぴか:]
それだけ忠義が頑張ってきたんだなぁって思うし。

悔しかったと思うよ。

でもそれをﾊﾞﾈにして頑張ってきた忠義のことだから

また壁にぶつかればそれだけ成長する人だと信じてます。

今を信じて[:ぴかぴか:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

右手が治り次第やりまする[:ぴかぴか:]
初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.03 Mon 少年のような大倉忠義が見たす。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

風邪薬が今夜でなくなっちゃったから

明日もらいに行くかどうしようか迷ってます。

たぶん薬ないとまだﾀﾞﾒだと思うんだよなぁ[:たらーっ:]
薬飲んでも鼻詰まってるし[:悲しい:]
でも薬飲み続けてるから今どのぐらいまで回復してるのかも

わからないんだよね[:悲しい:]
そうなると火曜日、[:病院:]のはしごのはしごを
しなくちゃならなくてむちゃめんどくさい[:たらーっ:]
やっぱり明日行くかぁ。

何気２２時過ぎに帰ってきた日って夜中３時ぐらいじゃないと

眠れないから朝９時に起きるのしんどいんだよね[:悲しい:]
で、明日外科の方に行ってから内科に行くことに

しました[:ぴかぴか:]
そのまま仕事直行だな[:たらーっ:]
たぶんあたしぐらいじゃん???
３件も通院してるのって[:パー:][:悲しい:]
ついてないなぁ[:悲しい:]
手の治療もそろそろ終わりそうだけどね[:ぴかぴか:]
まぁ、相変わらず痛いんですけど

だいぶ腫れはひいてきた感じ[:ぴかぴか:]
職場では踏んだり蹴ったりの福原まひると言われてますけども[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li

まだ大阪のﾚﾎﾟを漁ってません[:汗:]
大阪きっと楽しかったんだろうなぁ[:揺れるハート:]
城H行きたかったなぁ[:悲しい:]
京セラ以来大阪行ってないし[:悲しい:]
冬に何かあったら行きたい!!!![:ハート:]
その頃には博貴が戻ってるといいな[:揺れるハート:]
それまでは頑張って働かなくちゃ[:チョキ:]



最近休み過ぎてたからとりあえず勝手に忠義に

会えると想定して気合入れて頑張る[:グッド:]
あたし、甘えたさんだから気合入れないと

ﾎﾝﾄｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞになっちゃうんだよね[:悲しい:]
なので夏風邪なんぞひいてみちゃうし、

犬にも噛まれるし[:悲しい:]
あと欝の方も油断してると出てきちゃうしね[:悲しい:]
それが１番心配[:悲しい:][:悲しい:][:悲しい:]
何事も気合だよ[:パー:]ちみ!!!![:パー:]
たぶん冬に風邪ひかなかったのは京セラがあったから。（笑

いや、ﾏｼﾞで。ﾏｼﾞで。

だって大概１月か２月に風邪ひいてるもん[:たらーっ:]
なぜに毎年１２月に風邪ひかなかったかというと

ｸﾘﾊﾟがあったから[:パー:]（笑
ほらね。ほらね。

やっかしあたしの体は気合だよ[:パー:]
忠義に会えるという前提での気合ですわ[:パー:][:ハート:]

つーかつーか聞いてもいいでつか???[:パー:]
KAT-TUNのﾄﾞｰﾑｺﾝのｸﾞｯｽﾞはいつ届くの???
８月末予定じゃなかった???
誰かｸﾞｯｽﾞもう届いたよって方居たらｺﾒﾝﾄくださると

助かります。

あたし、珍しく淳之のﾎﾟｽﾀｰとｸﾘｱﾌｧｲﾙ申し込んだのよ[:パー:]
なのにまだ届いてないみたいで[:悲しい:]

ずんのすけー!!!![:悲しい:]

はいはい。まひるさん、また賞味期限の切れたｼﾞｭｰｽ飲んでますけど

無事なんですかねぇ???
たった１日切れてるだけだからｲｲﾔって思って飲んでるんだけど

とりあえず今夜中に飲んじゃおうと思ってます[:ぴかぴか:]
さすがに封を切って２日経つとﾔﾊﾞｸね???[:パー:]
あたし人生ｷﾞﾘｷﾞﾘﾗｲﾝで生きてますから[:パー:]



ﾋｭ〜ﾋｭ〜男前〜[:ハート:]
まぁ、お腹壊したらただのｱﾎですけどね[:パー:]

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

ただﾁｬﾝのﾆｭｰﾍｱｰが見たくて見たくてしゃーないんですけども[:パー:][:ハート:]
なんかただﾁｬﾝはあんまり気に入ってない模様だよね[:悲しい:]
まぁ、ｼﾞｪｰﾑｽﾃﾞｨｰﾝなんてあたしも映画１つぐらいしか

見てないから詳しくも知らないんですけど[:パー:]
もしかしてﾄﾞﾗﾏではﾘｰｾﾞﾝﾄにしちゃうとか???[:パー:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
ﾘｰｾﾞﾝﾄただﾁｬﾝは初体験???
あぁ。でも何気に山梨にDEENﾚｺｰﾄﾞってあるんですよ[:パー:]
もちろんDEENはｼﾞｪｰﾑｽﾃﾞｨｰﾝのDEENですけど[:パー:]
もう何で忠義のﾆｭｰﾍｱｰが見れるかと思うと

毎日がﾄﾞ·ﾁ・ﾄﾞ·ﾁ[:ハート:]まだすばﾁｬﾝのﾆｭｰﾍｱｰも見てないと
言うのに。

((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
どんだけ出遅れてるんだ???

あ。ﾒｰﾙくださった方にはのんびりﾏｲﾍﾟｰｽですが

お返事させていただきますので

期待せずにお待ちいただけると幸いです

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

右手が治り次第やりますねーん
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初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]



2007.09.04 Tue ﾗﾝ丸、今までありがとう。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、愛犬のﾗﾝ丸ﾁｬﾝを安楽死させました[:悲しい:]
お尻に出来たｶﾞﾝを自分で噛み切って

すごく血も出たりしてたし、ｳｼﾞもわいてしまって

これ以上は可哀相だとｵｶﾝが判断して

先生を呼びました[:悲しい:]
まひるが[:家:]を出る時に安らかなﾗﾝ丸の顔が
見れました。

これでよかったんだよね???
仕事中２回ぐらい泣きそうになりました。

ﾗﾝ丸と過ごした日々、楽しかったよ。

どんだけﾗﾝ丸に癒されたことだろう。

悲しくて泣いた夜もﾗﾝ丸はそばに居てくれた。

今までありがとう。

ﾊﾞｲﾊﾞｲ。天国ではﾁﾋﾞﾁｬﾝとｹﾝｶしないでね。

最近１２時間睡眠のあたしがあんまり寝ていません[:悲しい:]
まぁ、暑くて寝ていられないのが原因なんですけど[:パー:]
しかも通院してるから朝方４時ぐらいに寝ても

９時前には起きてるし[:眠たい:]
あ。ちなみに右手の通院終えました[:拍手:]
あとは自然治癒を待つのみです。

今週中にはｺﾒﾚｽ出来るかと[:揺れるハート:]
ﾎﾝﾄお待たせしててすみません[:悲しい:]
たぶん２回か３回ぐらいにわけてやると思いますけど

今週中には終わらせますねーん[:ハート:]
なので遠慮なくｶﾞｼｶﾞｼｺﾒください[:グッド:]（笑

嵐の宿題くん、めちゃ面白かった[:ハート:]
翔ﾁｬﾏのｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞ加減とかどんだけ???[:パー:]



なんであんなにｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞなんですか???翔ﾁｬﾏ[:てれちゃう:]
最後の「A・RA・SHI」をﾍｯﾄﾞﾎﾝとｱｲﾏｽｸして歌うやつﾏｼﾞｳｹる。
ｶﾞｼｶﾞｼぶつかりあってるし、松潤がﾃﾝﾎﾟ早いし、

最後の立ち位置。（笑

ニノにｾﾝﾀｰ誰???って翔ﾁｬﾏ突っ込まれてるし[:パー:]
もう今日は翔ﾁｬﾏ、最高〜[:揺れるハート:]
あたしもあのﾃﾞﾋﾞｭｰ当時は嵐担だったから

ﾎﾝﾄすっごい聴きまくったのを覚えてる。

握手会でもすっごいかかってたし。（笑

嵐の握手会ﾃﾗﾅﾂｶｼｽ[:てれちゃう:]
[:CD:]も５枚ぐらい買ったし[:パー:]
ﾎﾟｽﾀｰもまだ持ってると思う。

なんか長細いｸﾘｱになってるﾎﾟｽﾀｰは友達に

あげちゃったかもだけど[:汗:]
うわー。懐かしい[:てれちゃう:]
なんかﾃﾞﾋﾞｭｰ曲って印象に残るんだよねー[:揺れるハート:]
ｴｲﾄもそうだけど[:チョキ:]
で、嵐のﾌｧｰｽﾄｱﾙﾊﾞﾑが聴きたくなって探した[:ハート:]
すっごい奥の方に入っててｼﾞｬｹが変色してるもん[:悲しい:]
このｱﾙﾊﾞﾑ、ｼﾞｭﾆｱ担の間で問題になったよねぇ。

ｱﾙﾊﾞﾑが発売になる前に山久が「ｻﾜﾚﾅｲ」と「Deepな冒険」を
少ｸﾗで歌っちゃってたから。

あたしこのｱﾙﾊﾞﾑが発売になる時はもう田口担で

「ｻﾜﾚﾅｲ」とか山久のﾊﾞｯｸで踊ってて大好きだったもん[:ハート:]
うーわ。めっちゃ懐かしい[:てれちゃう:]
そんな感じで[:パー:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

今週中にはやりますねーん[:ハート:]
初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]



2007.09.04 Tue 雑踏の中からあなたを見つける。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、朝７時ぐらいまで眠れなくて朝９時に

起きれなかった[:悲しい:]
結局起きたのが１２時で１３時半頃[:病院:]に行ったんだけど
１時間ぐらい待ったよ[:悲しい:]
めちゃ混みだったもん[:悲しい:]
暑いからみんな時間ずらしてくると思ったのに

予想がﾊｽﾞﾚた[:たらーっ:]
でもこの間なぜかＭ誌とかＰ誌買うの忘れてて

今回帰りに買ってきた。

BiDaNと共に[:揺れるハート:]
まだ見てないんだけどね[:汗:]
後でゆっくり見ます[:揺れるハート:]

そうそう、まだ「ほんまに関ｼﾞｬﾆ∞!!」の２巻の予約してないんだよね[:悲しい:]
なんか前回、近くの本屋さんではとってなくて

結局ｱﾏｿﾞﾝで買ったから。

他に欲しい本もあるからそれと一緒にｱﾏｿﾞﾝで

買おうかなって思ってます[:揺れるハート:]
ﾔﾊﾞｽ!!!!!
BiDaNの表紙のヒナﾁｬﾝが男前〜[:揺れるハート:]
やっぱﾌｧｯｼｮﾝ誌っていいよねぇ[:ハート:]
なんかおしゃれなヒナﾁｬﾝってあんまり想像つかないんだけどね。（笑

↑さら〜っと失礼なことを言うあてくし[:パー:]
最近雑誌買ってもあんまり読むことがなくて

読んでない雑誌がすごく溜まってるんですよ[:パー:]
だから今日は頑張って雑誌読もうかな。

先月の３誌だって１冊しか読んでないし[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
どんだけ???
なのにもうすぐ３誌発売になるし[:パー:]



なんかやりたいこといっぱいあって

時間が足りない[:悲しい:]
DVDも見たいし、雑誌も読みたいし、
[:パソコン:]もやりたい。
あたし、ﾎﾝﾄ[:パソコン:]依存症だから[:パソコン:]ないと生きて
いけないんだわ[:パー:]
[:パソコン:]壊れて親に２回ぐらいすがったし[:パー:]（笑
[:家:]の[:ビル:]の[:パソコン:]は夜しか使えなかったから
休みの日、漫喫に[:パソコン:]やりに行ってたし[:パー:]
だから今の[:パソコン:]修理してから１年ぐらい経つんだけど
大切に使ってる。

でももう古い[:パソコン:]だから後１年〜２年が限界かな???って。

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

むちゃ∞ﾌﾞﾘ、ﾛｹ、今日忠義だったらいいのに[:てれちゃう:]
最近忠義、ﾛｹに行ってないよね???
ﾛｹじゃなくてもｽﾀｼﾞｵで楽しめるやつとか

だったら全然いいんだけどね[:ハート:]
あのﾎﾞﾆﾋﾟﾝの時のヨコと亮ﾁｬﾝのﾛｹが最近１番面白かった

気がする。

あーゆうのだとｽﾀｼﾞｵでも楽しめるからいいよね

もう忠義不足だからどうにかして解消しないと[:汗:]
みんなはどうやって自担不足を解消してるのかなぁ???
やっぱ生で見るのが１番だけどさ[:たらーっ:]
それがいつも出来たら苦労はしない[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
あぁぁぁぁぁぁあ。

忠義の幼馴染とかになりたいわー[:ハート:][:てれちゃう:]
でもこの場合恋愛に発展する可能性が低いから

幼馴染の親友でいいや[:ぴかぴか:]
で、ご飯に行くって話になって「初めましてー[:揺れるハート:]」
みたいな感じから入ってくわけ。

で、自然と２人でご飯行くようになって

「好きです[:揺れるハート:]」みたいな流れ。
うーん。いまいちﾋﾟﾝとこないなぁ。

ちょっと萌えるけど[:揺れるハート:]（笑



あぁ、自分から告白するより忠義に

「寝ても覚めても好きになってもうたんや[:揺れるハート:]」みたいな。（爆笑
寝ても覚めてもって。あーた[:パー:]
どんだけ好きなんですか???[:パー:]
ｶﾚｰﾗｲｽぐらいですか???[:パー:]
ｶﾚｰﾗｲｽﾚﾍﾞﾙだったら凹むわぁー[:悲しい:]
「何も手がつかへんぐらい好きやねん[:揺れるハート:]」は???（笑
言わせたい!!!!
大倉忠義に!!!!（笑
まぁ、その前にﾒﾀﾎﾞな体をなんとかしろよ[:パー:]って話ですけど
あてくし[:たらーっ:]
脱ﾒﾀﾎﾞしたいです[:ハート:]
なんかご飯時にあたし、麦茶１ℓぐらい飲むのよ[:パー:]
なんなんでしょうね。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

今週中にはやりますねーん

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.06 Thu 入所１０周年おめでとう!!!!

TADAYOSHI OKURA
RYO NISHIKIDO
SHOTA YASUDA
RYUHEI MARUYAMA
入所１０周年おめでとう!!!!

１０年間頑張り続けるって大変なことだと思う。

でもみんなで支えあいながら１０年頑張ってきた。

だから今がある。

素晴らしいことだと思う。

きっと時にはｹﾝｶしたりいろんなことがあったと思う。

それでもやめずに頑張ってきたし、

やっぱりみんながみんな負けず嫌いだから

今も続けていられるんじゃないかなぁ。

１０年前の今日にありがとう。

この先１０年またお祝い出来たら

いいなって思います。

その時もあたしはeighterで居たいなって思います。

2007.9.6
関ｼﾞｬﾆ∞　大倉忠義担当　福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

ｺﾞﾒﾝなさい。

時間がなくて今週中に出来そうに

ないです。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます。



2007.09.06 Thu 着飾らないありのままのあなたで。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は天気のせいで偏頭痛で１日寝てました[:悲しい:]
もう昨日ぐらいからずっと頭痛くて最悪です[:悲しい:]

今日は、ﾌﾞﾛｸﾞを書こうか書かないでいようかすごく

迷って結局書いてるんですけど[:パー:]（笑

あ。昨日、ｱﾝｱﾝとTVぴあ買いました[:ハート:]
なんかｱﾝｱﾝでの忠義、顔疲れてませんか???
疲れてないって方がおかしいけど[:悲しい:]
でも忠義のこんな疲れた顔見るのが久々のような

気がします。

今はたぶんﾄﾞﾗﾏ関係で結構動いてると思うんですけど

ﾄﾞﾗﾏとかﾎﾝﾄ朝早くから夜遅くまで撮影あったり

するって聞くし、

休められる時はなるべく体休めて

頑張って欲しいなって思います。

忠義、やっぱﾘｰｾﾞﾝﾄなんですね。（笑

意外と似合うと思うのは自担のよく目ですか???[:パー:]
まぁ、まだ見てないんですけどねぇ。（笑

神宮寺くん。

ちなみにまひるのいとこが神宮寺って苗字で

あだ名が「じん」って言います。

なのであまり神宮寺くんが他人のような気がしません。（笑

しかもPが磯山さんなんですね[:ハート:]
磯山さんだったら絶対面白いもの作ってくれますよねぇ。

もう楽しみで楽しみで仕方がありません[:ハート:]
なんか失恋でお遍路さんに出てしまう少年って

すごいﾋﾟｭｱな感じでうっすらと神宮寺くん像が

浮かび上がってます[:ぴかぴか:]



ﾚﾝｼﾞｬｰ 見てて思ったんですけど

ﾎﾝﾄ丸ﾁｬﾝってお芝居とか音楽とか勉強熱心ですよね。

いろいろ見たり聴いたりしててやっぱ何事も熱心に

ならないとﾀﾞﾒなんだなぁって思いました。

そうゆう部分ﾎﾝﾄ丸ﾁｬﾝは尊敬出来る部分がたくさんありますね。

あたし、丸ﾁｬﾝの生き方とか好きですよ。

なんか場の盛り上げ役って感じで

普段おちゃらけてるけどすごく人間の深いとこまで

考えていていつもﾚﾝｼﾞｬｰの追伸部分には熱く感じる部分

たくさんあります。

ﾌｧﾝにも優しくて１人１人丁寧にﾌｧﾝｻするし、

そうゆうとこむっちゃ好きです[:ハート:]
そんなこと言い出したらきりがないぐらい

ｴｲﾄﾒﾝそれぞれに良い部分がたくさんあるんですけど

あたしは忠義の飾らない部分がすごく好きです[:ハート:]
なんか男前なのに全然かっこつけてなくて

天然１００％の大倉忠義が大好きです[:ハート:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

すみません[:汗:]
今週時間がなくて出来そうにないです。

ﾎﾝﾄｺﾞﾒﾝなさい。

でもｺﾒﾝﾄの方はｶﾞｼｶﾞｼ受付てますので

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


お気軽にどぞ。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]



2007.09.07 Fri 常に上を目指して。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

暑い!!!!
ｼｬﾜｰをしてきたのに汗がｼﾞﾄｼﾞﾄ。

まだまだ暑さ健在ですね[:悲しい:]

なんか今日書くことないなぁ[:悲しい:]
あ。そういや、すばﾁｬﾝ、先週のﾚﾝｼﾞｬｰ の続き

書くのすっかり忘れてるでしょ???（笑
それとも狙いですか???[:パー:]
結構楽しみにしてたから「ぇ???」って思ったもん。（笑
まぁ、まぁ、大阪後ですしねぇ。

ﾘﾌﾚｯｼｭしてください[:ぴかぴか:]

なぁ、昨日の話の続きなんですが

忠義も映画とかよく見てるよね[:ぴかぴか:]
あとなかなか日程あわせるの大変だと思うけど

ﾗｲﾌﾞ観に行ったりしてるし。

やっぱり好きな音楽聴いたりﾗｲﾌﾞ観たりって

すごく大切だよね。

あたし達がｴｲﾄ見てﾊﾟﾜｰもらってるのと一緒で

忠義もﾊﾟﾜｰもらってるんだなぁって感じる。

あと自分のあまり知らない音楽とかも聴いてみると

音楽の幅が広がると思う。

普段ｸﾗｼｯｸとか聴かないって言ってたけど

ｸﾗｼｯｸもすごくいいと思う。

あたしも時々ｸﾗｼｯｸとかJAZZとか聴くのね。
なんかすごく新鮮でまた新たな感性がわいてくるんだよね。

だからすごく勉強になるし、

いろんなものにﾁｬﾚﾝｼﾞしてもらいたいなぁって思います[:ぴかぴか:]
自分を磨く勉強なんてやりだしたらきりがないから



楽しいってゆーか。

内面磨いてみたり外見磨いてみたり

やりたいことなんてたくさんありすぎる。

あたしはやっぱり忠義には中身もﾊﾟｰﾌｪｸﾄで

居てもらいたいって思うし、

今のまんまでも全然すてきだと思うけど

もっともっと演技の幅広げたり音楽の幅広げたり

ﾄｰｸ磨いたりそれに大倉忠義という１人の人間としても

やっぱり最高の男で居てもらいたいから。

まぁ、ちょっとぐらい欠けてる方が忠義っぽいけど。（笑

大倉忠義という個性を磨いて欲しいと思う。

あたしがあたしらしくいれるように

忠義が忠義らしくいられたら最高[:チョキ:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.08 Sat ﾋﾅﾃｨﾌﾞ精神。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、右手の親指、絆創膏外してたのね。

もうそんなに痛くないしと思って。

そしたら何かと仕事してると親指の傷が当たるんだよね[:悲しい:]
で、結局仕事が終わる頃には親指が腫れていた[:悲しい:]
侮れないな[:悲しい:]

そうそうもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞには昨日書いたんだけど

昨日でﾌﾟﾚｿﾞﾝが千秋楽を迎えました。

無事に終わることが出来て何よりです。

博貴、ﾉｯﾃｨｰお疲れ様[:拍手:]
そして２人の復帰に力を貸してくださった少年隊のみなさん

ありがとうございました。

まだ２人は新たなｽﾀｰﾄ地点に立ったばかり。

この先どうなるかわからないけど

あたしは博貴はｴｲﾄに戻ってきて欲しいと思うし、

出来ればﾉｯﾃｨｰもNEWSに戻れたらいいなって思う。
やっぱりNEWSﾒﾝとの絡みがあたしは好きだったし。
そんなにたやすいことじゃないことはわかってるけど

でも今、ﾉｯﾃｨｰも不安だと思うんだ。

だから帰る場所ぐらい作ってあげてもいいと思う。

もうﾃﾝﾌﾟﾚ飽きちゃったんですけど[:パー:]
実はこのﾃﾝﾌﾟﾚ１ヶ月半ぐらい前に作ったやつで。（笑

だから飽きちゃった[:悲しい:]
昨日、新しく作ろうかと思って疲れ果てた[:悲しい:]
眠かったんだもん[:パー:][:悲しい:]
(っω；`。)ｽﾝｽﾝ。



しかも。しかも昨日、「歌姫」のCM見逃したんですけど[:パー:][:悲しい:]
なんか「山田太郎ものがたり」は見てたのね。

で、油断して[:パソコン:]いじってる間にCMやってて
「歌姫」ってﾊﾞｰﾝと出た時に[:テレビジョン:]見て
「あ!!!![:パー:]」ってなった[:悲しい:]
ΣΣ(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!
ただﾁｬﾝがー!!!!![:失恋:]
来週は絶対見逃さない!!!!
もうかなりSHOCK MEなんですけど!!!!![:パー:]
油断大敵ですわー[:失恋:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

来週中にはなんとか[:汗:]
ﾎﾝﾄ遅くなっててｺﾞﾒﾝなさい。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.10 Mon 博貴、２１歳おめでとう!!!!

HAPPY BIRTHDAY
HIROKI UCHI
21th!!!!

２１歳おめでとう!!!!
博貴の２０歳になった姿を見ることが出来て

嬉しかったよ。

今度は２１歳になった博貴を生で見ることが出来たらいいな。

もちろん８人揃った姿で。

今まで大変だったと思う。

でもまだほんのｽﾀｰﾄ地点に立ったばかり。

これからがﾎﾝﾄに大変だと思う。

でも博貴には７人の仲間がついている。

たくさんのeighterが味方だよ。
この２１歳という年が博貴にとって勝負の年に

なると思う。

博貴にたくさんの幸せが舞い降りますように。

2007.9.10
福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


お気軽にｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます。



2007.09.10 Mon 国際的。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は東方神起の映像UPします[:ハート:]

SHINE
↑ﾏｼﾞこれｼﾞｪｼﾞｭﾝがﾔﾊﾞｲぐらいｶｯｺｲｲの[:揺れるハート:]
ちなみにｼﾞｪｼﾞｭﾝってｾﾝﾀｰで踊ってる人ね[:ハート:]
まひるたん、死んじゃう[:揺れるハート:]
なんか今日、もっそいﾃﾝｿﾝ低くてﾌﾞﾛｸﾞも書くこと

浮かばなくて寝ようと思ったんだけど

眠れなくて[:パソコン:]立ち上げてこの映像発見した時は
ぶっ倒れるかと思った[:揺れるハート:]
（↑大げさ太郎[:パー:]
ﾏｼﾞね、一時期韓国にﾊﾏりすぎてｦﾀ卒するかと思ったもん[:汗:]
まぁ、まぁ、去年の今頃なんですけど[:パー:]
でもどんなにｼﾞｪｼﾞｭﾝがかっこよくてもﾕﾉﾕﾉがｽﾃｷでも

ﾋﾁｮﾙが美しくてもﾘﾀﾞが男前でも

やっぱりあたしは大倉忠義なんですけど[:パー:][:ハート:]
ﾏｼﾞ大倉忠義程かわゆくてｾｸｼｰで男前でﾀﾞﾝｽうまくて

ﾄﾞﾗﾑが男らしくて歌わせるとﾔﾊﾞｲぐらいｴﾛくて

天然で努力家であたしには忠義が１番[:ハート:]
こんなんで大丈夫なんでしょうか???あてくし[:パー:]

おまけにGOLF&MIKEのあたしの好きな曲。
Fight For You
これが入ったｱﾙﾊﾞﾑは持ってるんだけどﾏｼﾞ好き[:ハート:]
あぁぁぁぁぁぁぁあ。

あたしはどんだけｦﾀｸなんでしょ???[:パー:]

なんか最近非常に現実逃避がしたくて

http://www.youtube.com/watch?v=hSRUBpZazaA
http://www.youtube.com/watch?v=YPMt89RVLhs


東京に戻って好きなことだけして暮らしたいって思うんだよなぁ[:悲しい:]
ｴｲﾄｺﾝもたくさん行きたいし、

東方神起のﾗｲﾌﾞ、SS501のﾗｲﾌﾞ観に行きたい。
ﾐｽﾁﾙのﾗｲﾌﾞも行きたい、aikoのﾗｲﾌﾞも行きたい。
AIRのﾗｲﾌﾞも行きたい。
舞台もたくさん観に行きたい。

そう思うことがたくさんありすぎて余計に現実がｲﾔになる。

結局働かなきゃ何ひとつ現実になんて出来ないんだけどさ[:悲しい:]
あたし病んでる???（笑
なんか忠義不足でどうかなりそう。

今までこんなにｶﾞﾏﾝしてきたことなんてないし。

もう今ｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞなんだよね[:悲しい:]
仕事も行きたくないし[:悲しい:]
仕事が嫌いなわけじゃないんだけど

今は何もしたくないの[:ポロリ:]
欝がひどくなったのかなぁ。

最近大声で笑っただろうか???
笑うことって大切だよね。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]



2007.09.11 Tue 相変わらず風邪ひいてますけど何か???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

結局ﾃﾝﾌﾟﾚ新しくした[:ハート:]
いつもよりｻｲｽﾞ大きく作ったからなんか変な感じ[:たらーっ:]
まぁ、まぁ、あと少ししたらまた新しく作ります寄って煮。

あ。糸里見た[:ぴかぴか:]
なんかあたし目が悪いから部屋の[:テレビジョン:]じゃ
丸ﾁｬﾝの顔がよくわからなくて[:悲しい:]
声で判断してたけどﾄﾞﾗﾏじたいがかなり切ないもので

何度か泣きそうになった[:悲しい:]
ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞで曲が始まった時とか涙出てきたもん[:ポロリ:]
２２時からしか見てないから話の内容が

半分ぐらいしかわからなかったけど[:悲しい:]
またゆっくり全部見ます[:ハート:]

つーか忙しいよう[:悲しい:]
なんか先週の休みなんてあっという間だったし[:悲しい:]
なんか今週は天気悪いみたいですね[:たらーっ:]
偏頭痛がしないといいんだけど[:パー:]
最近、運がないから心配だよ。

ｽｰﾊﾟｰﾍﾀﾚWEEKLYに入ってたもんね[:悲しい:]
なんか相変わらず風邪も治ってないし、

右手も治ってないんだよね[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
あたし、散々でしょ???[:パー:]
風邪なんて３週間目に入ってるもんね[:悲しい:]

そうそう、嵐の宿題くん見てて思ったんだけど

あたし、ふかわりょうの全盛期を知らないんだよね。（笑



なんか流行ってるのは知ってたんだけど

ﾈﾀを見たことがなくて[:汗:]
で、現在に至るので常にすべった感じの残るふかわりょうしか

(´ー｀)ﾁﾗﾈｰﾖ。
ﾎﾝﾄ申し訳ない感じなんですが[:パー:]

つーか忙しくて気づかなかったんですが

空（＠章大）に最後に[:メール:]してから９日経ってますよ[:悲しい:]
あたし、ここ１０日ぐらい用事の[:メール:]を
２通ぐらい送ったぐらいで全然[:メール:]してないや[:たらーっ:]
なんか酷いよね。

ここまでくると。

ﾎﾝﾄ、[:パソコン:]に[:メール:]くださってる方も
すみません[:汗:]
明日から少しづつ返します[:悲しい:]
とりま、朝になったら空にはやっすん誕生日おめれとﾒｰﾙを

送ろう[:ハート:]

(*´д`)ｱﾊｧ。
明日のむちゃ∞ﾌﾞﾘ、忠義ﾛｹだぁ[:ハート:]
久々に待ちに待った忠義ﾛｹです[:パー:][:ハート:]
もうめちゃ楽しみー[:揺れるハート:]
久々に充電できそうな予感[:ぴかぴか:]

最近ﾌﾞﾛｸﾞ短くてｺﾞﾒﾝなさいね。

しかも面白くもなんともないってゆーね[:悲しい:]
まぁ、ﾎﾞﾁﾎﾞﾁ頑張ります[:グッド:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担に方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]



2007.09.11 Tue 23歳おめでとう!!!!

HAPPY BIRTHDAY
SHOTA YASUDA
23th!!!!

２３歳おめでとう!!!!
もう章大も２３歳なんだねぇ。

なんかあたしも年取るはずだよ!!!!とか思ってみる。
章大は誰にでも優しくて

優しすぎるぐらい優しくて

それが時には人を傷つけたりしないかなって

心配になるぐらい優しい。

でもあたしはそんな章大を誇りに思うし、

大好きです。

章大の言った「これがﾎﾝﾄの関ｼﾞｬﾆ∞だ!!!!」って
言葉信じていいんだよね???
あたしはその言葉が忘れられない。

これからもたくさんの困難なことがあると

思うけど章大なら乗り切れる。

そして笑う時も８人一緒だよね???

２３歳の章大に幸せな日々が訪れますように。

2007.9.11
福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷｳﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます。



2007.09.11 Tue ★ｺﾒﾚｽ★

いつもいつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

お待たせしててすみません。

ｺﾒﾚｽやりますねーん。

今日全部とかは無理なので途中までですけど

やりますね。

ｺﾒﾚｽ!!!!
ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

りぃﾁｬﾝ（＠忠義）

みおり（＠忠義）

arisaﾁｬﾝ（＠忠義）
竜奈ﾁｬﾝ（＠竜也）

美貴さん（＠忠義）

海ﾁｬﾝ（＠∞）
愛さん（＠忠義）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

ゆりさん（＠忠義）

ありさ（＠博貴）

SUN★SMILEﾁｬﾝ（＠忠義）
まいさん（＠忠義）

りりかさん（＠忠義）

結希（＠すばる）

ぁんさん（＠∞）
なつみ（＠忠義）

ゆいさん（＠忠義）

みずき（＠章大）

美穂さん（＠忠義）

ごんさん（＠忠義）

あこさん（＠章大）

ももよさん

YOUさん（＠忠義）
咲さん

ЯÅγさん（＠忠義）



今日は８月１６日までのｺﾒﾚｽをｱｯﾌﾟしました。

また続きは後日やります。

出来るだけ今週中に終わらせる予定で

いますが時間がなかったらｺﾞﾒﾝなさい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます。 ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）
あたしもｻｲﾝﾎﾞとか色紙とか縁がないなぁ。

京セラの時、斜め前の通路にヒナﾁｬﾝの色紙が飛んできて

頑張ればｹﾞｯﾄ出来たんだけど

足がすくんで前に出なかったんだよなぁ。（笑

でもｦﾀ生活一生に１度はｹﾞｯﾄしたいよね[:ハート:]
あたしの周りは結構ｹﾞｯﾄしてる人多いから

ﾎﾝﾄに羨ましいよ。

地元に来てくれるってﾎﾝﾄ嬉しいよね[:ハート:]
あたしもいつもよりｳｷｳｷｳｫｯﾁﾝｸﾞだったもん[:揺れるハート:]
あたし、高木熱すっかり冷めたよ[:悲しい:]
やっぱりあたしは照史だわ[:ハート:]
そうだよねぇ。

８人のｴｲﾄを見ちゃったら涙止まらないよねぇ。

あたしはﾚﾎﾟでしか知らないけど

ｴｲﾄﾒﾝの気持ちが嬉しかったし、

粋なことするなって思った。

りぃﾁｬﾝ（＠忠義）

高木くんとﾀﾒですか???

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ってことは照史とﾀﾒですか???[:パー:]（鼻息荒い
あたし高木熱すっかり冷めちゃったよ。Σ(´Д｀lll)
やっぱりあたしは照史だなぁと思って。（笑

なんか照史の見た目は結構ｷﾞﾗｷﾞﾗしてるんだけど

Webの文章見てるとまだ幼さが残ってて可愛いなぁって
思えるんだよね。

もうﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞはフル活用ですわ。

ただﾁｬﾝのお顔の上をｺﾛｺﾛと。（笑

今、ﾏｳｽﾊﾟｯﾄ、忠義と亮ﾁｬﾝを持ってるんだけど

もしWeb販売になったら全員分買うー[:ハート:]
なんかやっぱり８人揃ったｴｲﾄが

ﾎﾝﾄの意味で最高で最強なんだなぁって思いました。

ありがとう。

まひるﾌﾞﾛｸﾞを好きと言ってくれる人がいる限り

ﾌﾞﾛｸﾞを続けたいなって思ってます。

最近忙しくて手抜きﾌﾞﾛｸﾞが多かったから

また今日から頑張りたいなって思います。

みおり（＠忠義）

みおりにとって東京ﾄﾞｰﾑは忘れられない思い出になったようだね。

あたしもその場に居なかったことを後悔してる。

ﾊﾟｰｻｰになれたらいいね。

夢ってﾎﾝﾄに大切だから自分のやりたいことを

１番にやれたら最高だと思う。

あたしは自分の１番目の夢をかなえられなかったから

２番目の夢に向かって頑張り中。

そっかぁ。なんかそんな楽しそうな博貴見ちゃったら

絶対復帰して欲しいって思っちゃうよね。

きっと博貴も気持ちはｽﾃｰｼﾞの上だったと思うし。

だから最後亮ﾁｬﾝがﾎﾝﾄにｽﾃｰｼﾞに上げてくれたんだろうね。

ﾎﾝﾄにそうだよね。

その時のｴｲﾄとeighterの幸せいっぱいの顔見たら
戻る可能性は低いなんて言えないと思う。

あたしってうまく自分の気持ちﾌﾞﾛｸﾞに書けてるのね。（笑

((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 



なんか自分ではよくわからないんだよね。

でもあたしも書く前ってよく人のﾌﾞﾛｸﾞ見て

ﾃﾝｼｮﾝあげたりしてるよ。

みおりのﾌﾞﾛｸﾞも１日も欠かさず見てるし。

あーがと[:揺れるハート:]
これからも頑張る。

arisaﾁｬﾝ（＠忠義）
なんかﾙｰ語変換ってやつもあるらしいね。

自分の言葉をﾒｰﾙするとﾙｰ語に変換されて戻ってくるとか。

試したことないけど。（笑

arisaﾁｬﾝのとこでも関ｼﾞｬﾆ通信聴けるんだね。
あたしのとこはさっぱりだと思う。

考えたら最初から諦めて試したことがなかったような。

でもたぶん山に囲まれてるから無理だと思う。

東京のﾗｼﾞｵでさえ入らないんだもん[:悲しい:]
ﾗｼﾞｵだと素のｴｲﾄﾒﾝが見れるから楽しみだよね[:ハート:]
そうだよね。

初めから強い人間なんていないよね。

みんな何かに支えられて強く居られるんだよね。

あたしは大倉忠義を守り守られていますか???
そう言われると素直に嬉しいです。

そうあって欲しいと願ってたから。

竜奈ﾁｬﾝ（＠竜也）

たちょのﾊﾞｽﾛｰﾌﾞにINしたいよね???（笑
↑変態暴走気味。

あぁぁぁぁあ。

あたしも最近高木くんより山涼の方がいいと思うようになった。

でもあたしはやっぱり照史ですね[:パー:][:ハート:]
濃ゆいけど結構可愛らしいとこがあるから好きー[:ハート:]
頑張りやさんだし[:ぴかぴか:]
なんかeighterの前で８人になったことが幻にならなければ
いいなって思います。

まだｴｲﾄがﾂｱｰ中だからなんとも言えないと思うんだけど



今のﾂｱｰが終わってﾌｧﾝの前に現れる時は８人だといいなって。

美貴さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさいです[:悲しい:]
あ。ありがとうございます。

尊敬してるとか言われると照れくさいのですが

でも素直にありがとうと受け取りたいと思います。

これに懲りずにこれからもｺﾒﾝﾄいただけると嬉しいです[:ハート:]

海ﾁｬﾝ（＠∞）
ですよね[:ぴかぴか:]
ヨコヒナの活躍があってここまでこれたんだなぁって思います。

もちろん他ﾒﾝもですけど

でも他ﾒﾝのﾎﾞｹもヨコとヒナﾁｬﾝが居たからこそ

生きてくるﾎﾞｹだと思うし、

まひるの評価は高いです。

飛行機ｲﾔﾔ〜ってｼﾞﾀﾊﾞﾀしてる忠義をﾖｺが

無言で首の後ろ掴んで連れてくの。（笑

めちゃ面白いと思うんだけどなぁ。

横山さん、男前!!!![:ハート:]
あたしも後戻りできなくなったと信じたい。

きっとみんな嬉しかったんだろうなぁ。

ﾌｧﾝだけじゃなくｴｲﾄﾒﾝも。

愛さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってﾎﾝﾄｺﾞﾒﾝなさい。

これに懲りずにｺﾒﾝﾄ、ｶﾞｼｶﾞｼいただけると嬉しいです[:ハート:]
もちろん。

あたし同担大好きっこなので

ぜひぜひ仲良くしていただけると嬉しいです[:ぴかぴか:]



そうですよね。

関ｼﾞｬﾆ∞というｸﾞﾙｰﾌﾟのよさはﾒﾝﾊﾞｰの仲の良さと
信頼感ですよね。

それでここまで頑張ってこれたんだなぁって思います。

あとﾌｧﾝ、１人１人の応援ですよね。

いろんなことが積み重なって出来てるんだなぁって思います。

あ。ﾌﾞﾛｸﾞの方お邪魔しますね。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

え？そう???（笑
まひるたん、来月２４歳になるけどあたしの年が羨ましいですか???
そんなの初めて言われたよー[:ぴかぴか:]
しかもあたしみたいな人が合うって!!!!![:パー:]
お世辞でも嬉しいよ。

あたしね、高木熱一気に冷めたの。（笑

やっぱりあたしには照史しかいないなと。（笑

↑大倉担。大倉担。

握手会どうだった???
楽しめた???
夜中２時３時に花火やるなんて常識ないよね。

住宅街なのに。

海に行ってやれ[:パー:]
↑山梨、海ないけど[:パー:]（笑
忠義のﾏﾀｰﾘとした空気最高だよね。

あの独特の雰囲気を２ｼｮで味わいたい。（切実

ゆりさん（＠忠義）

ヨコヒナが居て初めて他ﾒﾝのﾎﾞｹが生きてくるんだなぁって

思います。

だからあたしはｴｲﾄにヨコヒナが居てくれたことに感謝

しています。

そしてあたしはeighterであることを誇りに思ってます。
ﾎﾝﾄﾏﾅｰ違反なんてないﾗｲﾌﾞが続けばいいなって思います。

ゆりさんもﾎﾝﾄにｴｲﾄが好きなんですね。

文章見ててそう感じます。



これからもﾖﾛｼｸお願いします。

ﾎﾝﾄ８人を愛せてない人なんてeighterじゃないですよね。
８人全員愛せてeighterと言えるんじゃないかなぁって
思います。

ありさ（＠博貴）

幸せでいいと思うよ。

今までありさはずっと博貴のこと待ってきたわけだし。

きっとこれからたくさんの幸せが訪れると思う。

人生つらいことばかりじゃないよ。

SUN★SMILEﾁｬﾝ（＠忠義）
関ｼﾞｭｺﾝいいなぁ[:ハート:]
その前に情報局に入らないと[:汗:]
照史名義で[:パー:]（笑
ちなみにさんすまﾁｬﾝは誰名義???
ﾌﾞﾛｸﾞ、相ﾘﾝOKだよー。
後でﾌﾞﾛｸﾞにお返事に伺いますわ。

えぇ???偉大な人???
褒めても何にも出ないですよー[:たらーっ:]（笑
まぁ、それは冗談ですが

素直に嬉しいです。

ありがとう。

ﾎﾝﾄ批判うちわなんて作る暇があったらもっとまともな

ことに時間使えって言いたくなりますよね。

以前KAT-TUNｺﾝでも亀ﾁｬﾝの批判うちわがあったそうです。
批判するぐらいならｺﾝに来るなと言いたいです。

やっぱりﾏﾅｰは守って欲しいですよね。

あたしもー[:ハート:]
あたしもﾏｲﾍﾟｰｽなたちょが好きー[:ハート:]
(＞Д＜)ゝ”ﾗｼﾞｬｰ!!
関ｼﾞｭｺﾝのﾚﾎﾟ見に行くねー。

まいさん（＠忠義）



そうなんですよねぇ。

１ヶ月に２、３回入ってる人がｴｲﾄ不足とか

書いてるとぶっちゃけ腹が立ちます。

それは自分が行けないからただの嫉妬でしかないんですけど

でもたくさんｶﾞﾏﾝしてる人がいることを

前提のｴｲﾄ不足なんて言葉口にして欲しくないですね。

いやいや、まいさんは全然性格悪くなんてないですよ。

当たり前のことだと思いますもん。

行きたくても行けない人がたくさんいるってこと。

悔しいって思う気持ち、当然だと思います。

好きだから悔しいって思うんですもん。

ありがとうございます。

まひるの文章をそんな風に言っていただけて

ﾎﾝﾄに嬉しいです[:ハート:]
ｷｬ。まいさんから告られたー!!!![:ハート:]（笑

りりかさん（＠忠義）

ﾊﾞﾄﾝもらってくれてありがとー[:ハート:]
体調は過呼吸の方は最近ないんだけど

風邪が!!!!![:パー:]（笑
もう３週間目になるのになぁ。

あたしらしく。うん。

りりかさんのこの言葉にいつも励まされるんだよなぁ。

いつもいつもありがとう[:ハート:]

結希（＠すばる）

ﾊﾞﾄﾝもらってくれてありがとねーん。

ありがとう。

まひるの忠義愛は深いですか???（笑
ちゃんと読む人にまひるの気持ちが届いてくれたら

それでいい。

そう思ってます。

あたしも結希のﾌﾞﾛｸﾞはすばる愛で溢れてて

大好きです[:ハート:]
あ。ﾊﾞﾄﾝ返しありがとでした[:ぴかぴか:]



なんかﾊﾞﾄﾝって改めて気づく部分とかあるよね。

そっか。結希はまひるのこと知り尽くしてるのね。（笑

:*:・テレ(*´エ｀*)テレ・:*:

ぁんさん（＠∞）
覚えてますよー[:ぴかぴか:]
しかも山梨eighterだってことも。
ありがとうございます。

ﾌﾞﾛｸﾞを好きと言っていただけて嬉しいです。

最近忙しくて手抜き更新だったんだけど

また今日から頑張ります。

全然大歓迎ですよ。

ぜひぜひ仲良くしてください。

あとでﾌﾞﾛｸﾞの方にお邪魔しますね。

なつみ（＠忠義）

えぇぇぇぇぇぇぇぇええええええええ????（驚きすぎ[:パー:]
あたしが芸能人に近い気がするのん???
そんな大層なものじゃございません[:パー:]
ただのｦﾀｸです[:パー:]
すごく嬉しいけどね[:ハート:]
ありがと[:揺れるハート:]
なつみのﾌﾞﾛｸﾞも読んでるよー。

もうすぐ鹿児島だね[:ハート:]
楽しんできてねー[:ハート:]

ゆいさん（＠忠義）

ありがとう。

ゆいさんの言葉からいっぱい元気もらったよ[:ハート:]
そしてﾎﾝﾄにｴｲﾄ、eighterが幸せいっぱいになれる日が
きたらいいなって思います。

ﾎﾝﾄ、希望の光が消えなければいいんだけど。

あたし自分の気持ちを正直に書くことしか

出来ないんだよね。



なんか包み隠さず書いてしまうから批判受けることも

あるし。

でもゆいさんみたく言ってくれる人がいるのは

すごく嬉しいし、支えになるので

これからも頑張って書こうと思います。

いつかゆいさんがﾌﾞﾛｸﾞやる時がきたら

教えてくださいね[:ハート:]

みずき（＠章大）

久しぶりぃ〜[:ぴかぴか:]
今日は章大の誕生日だね[:ハート:]
２３歳おめでと[:揺れるハート:]
今頃はなつみとお祝いしてるのかな???
ｴｲﾄｺﾝもうすぐだね。

うちわ、作った???
あたしのうちわは大倉うちわの２枚持ちなんだけど

色は蛍光ｵﾚﾝｼﾞでうちわの縁に蛍光ｵﾚﾝｼﾞで縁取りがしてあるの。

これをもう数年使ってる。

たぶんﾎﾞﾛﾎﾞﾛになるまでこれ使うつもり。

美穂さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽが遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

まひるも「Who's foods」の歌詞知らないんですよねぇ[:悲しい:]
相方（＠安田担）にでも聞いてみますね。

ごんさん（＠忠義）

先日はﾌﾞﾛｸﾞの方にお邪魔させていただきまして。

ごんさんからｺﾒﾝﾄもらってから

何度か足を運ばせてもらってたんですけど

なかなかｺﾒﾝﾄ入れるﾀｲﾐﾝｸﾞがつかめず

先日ｺﾒﾝﾄさせていただいたんです。（笑

ありがとうございます。



さりげなくﾌｧﾝでしたの一言嬉しかったです[:ハート:]
またﾌﾞﾛｸﾞお邪魔させていただきますね。

あこさん（＠章大）

お久しぶりですぅー[:ハート:]
ありがとうございます。

そう言っていただけるとﾎﾝﾄに嬉しいです[:ハート:]
頑張ろうって気持ちがわいてきます。

広島でやっすんｿﾛ見れなかったんですねぇ[:悲しい:]
(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝですね。
でも今回はDVDになるから良かったですよね。
まぁ、生で見たかったというのは否めないと思いますが。

でもDVDで楽しんじゃいましょ。

ももよさん

お久しぶりですぅー[:ぴかぴか:]
そうなんですよね。

一部の人達のせいでその場の空気が悪くなるのは

許せないですよね。

もっともっとﾏﾅｰについて考えなくちゃいけないのかなぁ

なんて思います。

いつかﾏﾅｰが完璧に守られてるﾗｲﾌﾞが見られるのでしょうか。

YOUさん（＠忠義）
お久しぶりですぅ〜[:ぴかぴか:]
ﾌﾞﾛｸﾞお引越し了解しました[:ハート:]
またﾌﾞﾛｸﾞにお邪魔しますね。

あたしすべてにおいて立ち直りが早いんですよねぇ。

いいことなのか悪いことなのかわからないんですけど。

咲さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。



以前から見てくださってたんですか???
嬉しいですね。

ありがとうございます。

そうですか???
共感できることがあるんですか???
なんかますます嬉しいですね。

ﾌﾞﾛｸﾞお邪魔させていただきますね。

ЯÅγさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

日々、萌えてますか???（笑
こちらこそﾖﾛｼｸお願いします。

また遊びにいらしてくださいね。

お待ちしてます[:ハート:]



2007.09.11 Tue 神宮寺くんｷｬﾗ予想。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日４回目のｴﾝﾄﾘｰです。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰに８月１６日までのｺﾒﾚｽをやりましたので

見てくださいねーん[:ハート:]
出来るだけ今週中に全部終わらせる予定で

いますのでまだの方はしばしお待ちを[:パー:]
ﾎﾝﾄ改めてみなさんからのｺﾒﾝﾄ読んで励まされたりすること

ばかりで有難いなぁって思います[:ぴかぴか:]
いつもいつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾎﾝﾄに感謝しています[:ぴかぴか:]

さてさて今日は花君がありますね[:ハート:]
先週斗真が告りましたけど今週はどうなるんでしょう???
楽しみですね[:てれちゃう:]
あたしはやっぱ斗真とうまくいって欲しいなと

ｼﾞｬﾆｦﾀ視点から[:パー:]（笑
もうだって中津が可愛すぎるんだもん[:揺れるハート:]
あれはﾎﾝﾄ斗真しか演じられないなって思いました。

あの男前な顔とｷｬﾗは斗真でしょ???
あたし斗真のお芝居すごく好きなんだよなぁ。

ｸｰﾙな役も似合うし、熱い男も演じきるし、

ﾀﾞｻｲ役をやっても

かっこよく演じきれるってゆーか。

忠義のお芝居はまだ全然語れるほど見てるわけじゃないので

その時その時がどうだったぐらいしか言えないんだけどね。

でも忠義のお芝居って暖かいんだよね。

ほっこりしてる。

忠義の人柄が現れてる証拠なんだと思うけど。

なんかあたしは勝手に神宮寺くんがﾄﾞｼﾞっこｷｬﾗだと



予測してるんだけど

ﾎﾝﾄはどうなんだろうね。（笑

楽しみです[:ハート:]
なんかﾏｲﾎﾞｽでやってた聖の役みたいな感じの。（笑

ｲﾒｰｼﾞだけどね。（笑

これもまたほっこりｷｬﾗだと思うなぁ。

もうだって失恋してお遍路さんに行くぐらいだから

ほっこりｷｬﾗでしょ???
ﾔﾊﾞｲ。設定だけで萌える[:揺れるハート:]

なんかﾂｱｰも残すとこ３ヶ所になったね。

たぶん忠義はﾄﾞﾗﾏﾛｹに入ってると思うので

疲れてるかもしれないけど最後達成感を感じられる

ﾗｲﾌﾞにして欲しいと思う。

頑張れ。忠義。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾝﾄは励みになるので

多ければ多いほど嬉しいです[:ハート:]（ｽﾞでｽﾏﾇ

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.12 Wed ★ｺﾒﾚｽ★

いつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽの続きやりますねーん。

ｺﾒﾚｽ!!!!
咲さん（＠忠義）

ひろこさん（＠忠義）

花音さん（＠忠義）

arisaﾁｬﾝ（＠忠義）
みおり（＠忠義）

アルトさん（＠忠義）

海ﾁｬﾝ（＠∞）
SUN★SMILEﾁｬﾝ（＠忠義）
あゆゆさん（＠忠義）

愛さん（＠信五）

ごんさん（＠忠義）

小春ﾁｬﾝ（＠章大）

せらさん（＠忠義）

りぃさん（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

YOUさん（＠忠義）
あけみさん

まなみさん

８月２８日までのｺﾒﾚｽをｱｯﾌﾟしました。

なるべく今週中にｺﾒﾚｽ終わらせたいと思ってますが

時間がなかったらｺﾞﾒﾝなさいです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます。

咲さん（＠忠義）

そうですか???
ｶﾞｼｶﾞｼｺﾒﾝﾄくださって結構ですよ[:ハート:]
えろよしは病みつきになりますね。（笑

相手がﾏﾈｷﾝだとわかってても

にやけてしまいます。

ですよねー。

あたしは大倉担が増えるの全然ｲﾔじゃないんですよ。

むしろщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 的な。（笑
星買ってみたいですよね。

星に詳しくないのでたぶんもし奇跡がおきて

新しい星を発見したとしてもそれに気づかなそうですけどね。（笑

ｹｶﾞの方はだいぶよくなりましたけど

絆創膏してないと親指の傷が当たるんですよね。

なのでまだｷｰﾎﾞｰﾄﾞ打つ時も親指は使えないんで

なんかﾄﾛｸｻやってますよ。（笑

そうですね。

頑張りやな忠義だからこそいつもの頑張りで

ﾂｱｰを乗り切って欲しいと思います。

ひろこさん（＠忠義）

そうなんですよー。

うちのﾏﾏﾝもひろこなんですよー。

なのでひろこさんが他人とは思えません。（笑

あ。あたし、今、９月のたちょﾊﾟｼﾞｬﾏ編ですよ。

全くもってｶﾚﾝﾀﾞｰの役目を果たしていませんが[:パー:]
去年はちゃんと捲ってたんだけどなぁ。（笑

あ。それでPLAZAのHP見たんですけど
その時はやっぱりぬいぐるみを買うと星に

名前をつけられるってゆーやつ載ってました。

教えてくださってありがとうございます。



でも結局星に名前をつけたらそのぬいぐるみか

何かをｴｲﾄﾒﾝに渡さないと意味がないじゃないですか???
それが無理なので諦めました[:悲しい:]

花音さん（＠忠義）

お久しぶりですぅ〜[:ぴかぴか:]
ﾎﾝﾄ、今年のｶﾚﾝﾀﾞｰは全くもってｶﾚﾝﾀﾞｰ機能を果たしていません[:パー:]
去年のやつはちゃんと捲ってたんですけどね。（笑

ﾎﾝﾄ、ﾏﾈｷﾝだとわかっててもにやけてしまいますよね。（笑

ｼｬﾜｰﾊﾟｰﾌﾟﾙ一瞬だけ見ました。（笑

でもあれ好きですよ[:ハート:]
いろいろ心配してくださってありがとうございます。

そうなんですよね。

体が弱ってる上にいろんなことが降ってくると

心も弱っちゃうんですよね。

でも今はもうすっかり元気です[:チョキ:]
ﾎﾝﾄにたくさんの人に心配させちゃって申し訳ないですよ[:悲しい:]

arisaﾁｬﾝ（＠忠義）
え???そう???
嫉妬とかしないねぇ。

あ。でもﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄでは嫉妬する人です。（笑

だから忠義はみんなの忠義だと思ってるから

嫉妬しないんだけど

たぶん仮に忠義と個人的付き合いをするようになったら

すごく嫉妬すると思うよ。

でも表には出さないけど。（笑

ありがとう。

まひるのﾌﾞﾛｸﾞなんかでほっこりしていただけるなら。（笑

みおり（＠忠義）

だよねー。

一緒に入る人が仕事しないのってｲﾔだよね。

幸いにもさぼり魔の先輩の方が異動になったので



もう大丈夫だと思うけど。

え???ﾏｼﾞで???
無料で月に名前入れられるの???
それも興味津々だなぁ。

みおりのいつも元気なとこがあたしは好きだよ。

いつもﾌﾞﾛｸﾞ読んで元気もらってるもん。

うん。みおりのﾌﾞﾛｸﾞからはｦﾀ卒しようと悩んでる風には

見えなかった。

そこがみおりのいいとこだとあたしは思うよ。

いやいや、そんな、まひるなんて何もしてないし。

でも少しでも人の役に立ててるなら嬉しいです。

アルトさん（＠忠義）

お久しぶりですぅ〜[:ぴかぴか:]
いえいえこちらこそ全然お邪魔できずにすみません[:汗:]
星、今ならもっと安く買えるかもしれないですね。

なんか星が買えるなんてﾛﾏﾝﾃｨｯｸですよね。

海ﾁｬﾝ（＠∞）
自分の好きなことを仕事に出来るといいね。

今はまだ何がしたいとか漠然としてて

わからないかもしれないけど

ゆっくり療養しながら考えるといいと思うよ。

今は体を大事にすることが１番じゃないかなぁ。

自分の好きなことを仕事にしてても人間関係で

ｲﾔだなって思うこともあるし。

働くって難しいことだよね。

SUN★SMILEﾁｬﾝ（＠忠義）
あ。ﾊﾞﾄﾝありがとうー[:ハート:]
後でもらいに行くね。

そうだね。

忠義と亮ﾁｬﾝには初心を忘れずに頑張ってもらいたいね。

やっぱり会場が狭いとﾏﾅｰ違反も目につくよね。



それはｴｲﾄｺﾝも同じだと思うけど。

なんか結局ﾏﾅｰ違反ってなくならないのかなぁとか

思っちゃう。

ﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞに行った時も５０過ぎのｵﾊﾞﾁｬﾝ２人組が

まひるの隣の席で開演中もずっと話をしてて

全然舞台に集中できなかったし、

ﾏﾅｰが守れないのは若い子達だけじゃなくて

結局はその人たちのﾓﾗﾙなのかな???って
思います。

あゆゆさん（＠忠義）

ありがとうございます。

手はだいぶ良くなってきました[:チョキ:]
まだ当分は絆創膏が欠かせないですけどね。（笑

まぁ、包帯が取れただけﾏｼですかねぇ。（笑

そうですよね。

芸能界で残っていくには

やっぱりﾌｧﾝに不安な思いはさせたらいけないと思いますね。

愛さん（＠信五）

愛さんがﾀﾞﾒ出しのﾍﾟｰｼﾞを読んでくださったか

どうかはわかりませんが

あのﾍﾟｰｼﾞに書いたことが世間で言われてる

２人の態度です。

まひるが１人で言ってるわけではありません。

ﾒｰﾙのお返事をしようかと思ったのですが

愛さんにその意思がないようでしたので

お返事しませんでした。

わざわざﾒｰﾙくださったのに申し訳ありませんでした。

ごんさん（＠忠義）

あ。ｹｶﾞは大丈夫ですよー[:ハート:]
表面がかさぶたになったのですが

まだ当たると痛みます[:悲しい:]



たちょのことはﾀﾞﾒ出しのﾍﾟｰｼﾞに書いたとおりです。

ﾎﾝﾄ不愉快な思いさせてｺﾞﾒﾝなさい。

小春ﾁｬﾝ（＠章大）

全然ｺﾒﾝﾄ控えなくていいですよー[:ハート:]
ﾐｽﾄﾞでﾊﾞｲﾄしてるんだ???
うちの弟も昔、ﾐｽﾄﾞでﾊﾞｲﾄしてたことあるよ。

身長167は意外だったわー。
そんな小春ﾁｬﾝでももちろん可ですよ。（笑

だって妹みたいに思ってるもん。

ありがとう。

あたしも小春ﾁｬﾝ大好き[:ハート:]
これからもﾖﾛｼｸね[:チョキ:]

せらさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そ、そんな。

せらさん、褒めすぎです!!!!![:パー:]
でも嬉しいです。

ここのﾌﾞﾛｸﾞを気に入ってくださってありがとうございます。

これからもせらさんの期待に沿えるような

ﾌﾞﾛｸﾞを書きたいと思います。

いやいや、ﾎﾝﾄに。（笑

風邪、まだ完全に治ってないんですよねー。

もう３週間目だというのに!!!![:パー:]

りぃさん（＠忠義）

ﾎﾝﾄそうなんですよねぇ。

病み病みｦﾀ卒しそうになるけど

周りの人の温かい言葉に救われるんですよね。

忠義のことはﾀﾞﾒ出しのﾍﾟｰｼﾞに書いたとおりです。

不愉快な思いさせてしまってｺﾞﾒﾝなさい。



ゆか（＠忠義）

いろいろ心配させてしまったみたいでｺﾞﾒﾝね[:悲しい:]
今は元気です。

風邪もｹｶﾞもまだ完璧ではないけど

とりあえず家族のことは話がまとまったし。

確か忠義と亮ﾁｬﾝが曲の最中に話してるのは

広島でもあったはずだよ。

広島に入った友達がそれで凹んでたから。

YOUさん（＠忠義）
うん。

心配させちゃってｺﾞﾒﾝね[:悲しい:]
手も風邪もまだ完璧ではないけど

だいぶよくなりました。

つーか風邪なんて３週間目なんだけどなぁ[:悲しい:]
忠義のことはﾀﾞﾒ出しのﾍﾟｰｼﾞに書いたとおりです。

不愉快な思いさせちゃってｺﾞﾒﾝなさい。

あけみさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

せっかくｺﾒﾝﾄいただいたのですが

あたしは中国語も英語もわからないんです。

ｺﾞﾒﾝなさい。

お友達にはもちろんなれるんですけど

あけみさんのﾌﾞﾛｸﾞ、ｴｲﾄの画像使ってますよね???
日本では画像を使うことは禁止されてます。

なので画像を使うなら顔の判別がつかないぐらいに

した方がいいかと思います。

まなみさん

通りすがりということなので

ﾀﾞﾒ出しのﾍﾟｰｼﾞを読まれたかどうかはわかりませんが



あたし１人がそう感じてるわけではなくて

これは世間で今言われてることです。

いろんなﾌﾞﾛｸﾞさん、mixiを読んでて書かれていることです。
ﾀﾞﾒ出しをすることが悪いことですか???
もしそうお考えならあなたは盲目ですよね。

ﾀﾞﾒ出しも時にはしないとあたしはﾀﾞﾒだと考えています。

人それぞれ見方は違います。

その中で一部のﾌｧﾝが忠義と亮ﾁｬﾝの態度を不快だと

思った。

たったそれだけのことなら話がこんなに

大きくなってないと思います。

いくつかの公演でそう思う人達がいるから

話がここまで大きくなったんじゃないでしょうか。

違いますか???



2007.09.12 Wed 忠義とﾄﾞﾗｲﾌﾞﾃﾞｰﾄ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰに８月２８日までのｺﾒﾚｽを

やりましたので見てくださいねーん[:ハート:]
いつもｺﾒﾝﾄありがとうございます[:ハート:]

つーかたこ焼きとおにぎりとｼｭｰｸﾘｰﾑ食べたら

お腹が苦しいです[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li

昨日のむちゃ∞ﾌﾞﾘの忠義ﾛｹ、久々に見ました[:ハート:]
ﾏｼﾞかばえぇ!!!![:ハート:]
なんかｽﾀｼﾞｵの時、もう忠義、髪短かったよね???[:びっくり:]
そんなにおかしくないと思ったあたしは盲目???（笑
まさかこんなに早く短い髪を見れるとは

思ってなかったからびっくりした[:びっくり:]
全然ありだよ。ただﾁｬﾝ[:ラブラブ:]
なんか水陸両用の車に乗ってる時の

忠義のなんとも言えない表情がﾏｼﾞかばえぇ!!!![:ラブ:]
なんかたぶんあれは忠義的になしの方向だったんだろうな。（笑

↑あたしの勝手な予想[:パー:]
あの自分で作る車とか楽しそう。

あれが２人乗りだったら絶対ただﾁｬﾝの隣に乗りたい[:ときめき:]
ただﾁｬﾝとめくるめくﾄﾞﾗｲﾌﾞの旅ですよ[:パー:][:てれちゃう:]
まひるたん、男の人の運転とか弱いのよ[:パー:][:ハート:]
ま、好きな人限定ですけど[:パー:]
あぁ。でも[:車:]ってすごい小さな個室じゃないですか???
だからすごいﾄﾞｷﾄﾞｷする[:ラブ:]
なんか亮ﾁｬﾝが片手ﾊﾝﾄﾞﾙで[:車:]をﾊﾞｯｸさせてる
めくるめく妄想が頭の中を駆け巡っております[:ハート:]
なんかｲﾒｰｼﾞではやっかし亮ﾁｬﾝなんだよなぁ。



なんか忠義とかﾊﾞｯｸさせてて[:車:]ｶﾞﾂﾝってぶつけそうだし[:パー:]
どんだけへたくそなんですか???[:パー:]
ｽｶ☆Jだっけ???
ﾄﾗｯｸの運転やったやつ。

あれ面白かったなぁ。

章大と忠義がヨコの運転の後ろに乗ってて

「きみくん!!!!きみくん!!!!」って２人して絶叫してるの。（笑
かわゆす[:ハート:]
萌える[:揺れるハート:]
まぁ、まぁ、それでもやっかし忠義運転の[:車:]に乗りたいんですけど[:パー:][:ハート:]
で、ﾄﾞﾗｲﾌﾞ行って帰りに[:家:]まで送ってもらって
[:車:]から降りようとしたら「待って」って腕掴まれて
ﾁｭｰですよ[:パー:][:ハート:]
ｷｬｰ[:揺れるハート:]ｷｬｰ[:揺れるハート:]
萌ゆるﾀﾞｽ[:ハート大小:]
いいなぁ。

ただﾁｬﾝとﾄﾞﾗｲﾌﾞﾃﾞｰﾄ[:ハート:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.13 Thu 腰いてぇ〜。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

(・∀・)ﾉｨｮ-ｩ
大倉担まひるですけどもー。

SUN★SMILEﾁｬﾝ（＠忠義）から
ﾊﾞﾄﾝをもらったのでやりますぅ〜。

かなり長いけど寝ないでね[:悲しい:]

！ルール！ 
廻ってきた質問の最後に自分の答えた質問を追加のこと。 
自分も回答する。 
終わったら必ず誰かにバトンタッチ。 
まとまりのないエンドレスバトンなのでどんな質問を追加しても可。 
ルールは必ず掲載のこと。 

★６人にバトンを廻す（先に廻す人を書いておく） 
結希（＠すばる）

arisaﾁｬﾝ（＠忠義）
なつみ（＠忠義）

ありさ（＠博貴）

YOUさん（＠忠義）
小春ﾁｬﾝ（＠章大）

特にまわさないので見てたらやってくだﾊﾟｲ。

★お名前は 
福原まひる。

★おいくつですか 
２３歳。



来月で２４歳。

何気に年いっててｽﾏﾇ。

★ご職業は 
服飾関係。

★ご趣味は 
[:パソコン:]とﾄﾞﾗﾑと音楽鑑賞。

★特技は？

ﾄﾞﾗﾑとﾍﾞｰｽ。

★何か資格持ってますか？ 
販売員と中学校の家庭科教師の免許。

★悩みなにかありますか？ 
あったけどなくなった。

あ。風邪が３週間経つのに治らないこと。

★お好きな食べものとキライな食べものは 
好きな食べ物：ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ、ﾊﾟｽﾀ、ｸﾚｰﾌﾟ、ﾗｰﾒﾝ。

嫌いな食べ物：数の子、うに、海草全般（ｱﾚﾙｷﾞｰのため）

★今まで年上と付き合ったことある？ 
ある。

元彼が３つ年上。

★あなたは一人旅に出る決心をしました。まず何をしますか？ 
I PODを買って好きな音楽を入れまくる。



★好きな芸人は 
ｱﾝｼﾞｬｯｼｭ。

★あなたを動物にたとえるなら？

ﾅﾏｹﾓﾉ。

もっそいﾏｲﾍﾟｰｽだから。

★今まで一番嬉しかったプレゼントは 
誕生日当日朝に速達でのｲﾗｽﾄ付きの

ﾊﾞｰｽﾃﾞｰｶｰﾄﾞ。

ぶっちゃけ泣いた[:ポロリ:]

★カラオケでよく歌うのは 
JAMとかaikoとか１９。

★恋をするとどうなる 
頭の中が好きな人でいっぱいになる。

★最後の発信、着信履歴は 
発信は８月２８日の１６：１７に本屋へ。

着信は今日の１７：５０にｵｶﾝから。

★何のシャンプー使ってる？ 
ﾊﾟﾝﾃｰﾝ。

★もし１００万円もらったらどうする？ 
新しい[:パソコン:]を買う。
後はｴｲﾄ関連に使う。



★今日何件メール来た？ 
１７通。

★あなたの好きな歌詞は 
逢いたいトキ逢うのが全てじゃなくて

幸せ、辛さ背中合わせの一線違いであって

★結婚相手に求めるポイントは 
あたしのことだけ愛してくれること。

★今の着信音は 
「まもりたい」

★今日の晩ご飯は 
たこ焼きとおにぎりとｼｭｰｸﾘｰﾑ。

食べすぎ。

★異性のこんな事したら引く行動三つ 
・一般常識のない行動（ｺﾞﾐのポイ捨てとか

・相手を思いやれない言動

・浮気。

★オススメの映画は 
ﾚｻﾞﾎﾞｱ·ﾄﾞｯｸﾞｽ。

基本的にﾀﾗﾝﾃｨｰﾉ監督好き[:ハート:]

★廻してきた人の印象 
明るくて面白い子。



★好きなお酒は 
梅酒ﾛｯｸ。

あとは焼酎。

基本的に炭酸以外なら飲める。

★本当に酔ったときにどうなる 
めっちゃﾃﾝｿﾝ上がる[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
実はｷｽ魔になる。（これ内緒。

★最近読んだ本は 
ｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｵﾝ。（漫画ですけど[:パー:]

★初キスは 
１４歳の時、初彼と。

ﾘｱﾙな答えでｽﾏﾇ。

★好きな動物は 
犬とｲﾙｶとﾍﾟﾝｷﾞﾝ。

ずっと見てても飽きない。

★右利き？ 
YES
でも周りには左利き隊が多い。

★今一番欲しい物は 
DVDﾚｺｰﾀﾞｰとﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷが一緒になったやつ。

★好きな季節、キライな季節は 



好き：秋（洋服がかわゆすだし[:揺れるハート:]
嫌い：夏（くたばりそうになるから。

★自由になる時間とお金が幾らでもあるとしたらどこで何をする？ 
漫喫で漫画を読みまくり[:パソコン:]しまくる。

★子どもの頃に抱いていた将来の夢は？

ｹｰｷ屋さん。

ただ自分が食べたかっただけ。

★ジェンガは好きですか？ 
やったことないけど楽しそう。

★好きな果物は 
ﾊﾞﾅﾅ。

ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙも好き[:ハート:]

★一年前の今日何してた？ 
たぶんﾌﾞﾛｸﾞ書いてた。

今と変わらないねぇ。

★じゃあ明日のご予定は 
休みだからとりあえず寝とく。

★絶対やらなきゃならないとして、コスプレするなら 
ﾒｲﾄﾞ。（爆笑　 

★キュンと来る行動、妄想して下さい 
風邪ひいて熱ある時に「熱ある???」って言われて



ｵﾃﾞｺにｵﾃﾞｺを当てられる[:ラブ:]

★このバトン長いと思います？

結構楽しんでます[:ハート:]

★かき氷のシロップは何派？ 
ﾚﾓﾝ。

でも１番好きなのは練乳。

★あえて言うなら何オタク 
音楽ｦﾀ。

★何歳で結婚したい？ 
３０歳までには。

ﾎﾝﾄに出来るのか???

★今ＴＶ見てるならその番組は？ 
音楽聴いてる。

鬼束ちひろを。

★ＲＥＧＧＡＥは好きですか？ 
好き。

一時期よくｸﾗﾌﾞに通った。

★俺の嫁に来い！ 
忠義のお嫁さんなら今すぐ行きます。

寝てても声が聞こえたらどこへでも行きます。

★自分の性格を二言で言うと 



ﾏｲﾍﾟｰｽ。

ｦﾀｸ。

★将来の夢は 
ﾊﾟﾀﾝﾅｰ。

（ﾃﾞｻﾞｲﾅｰのﾃﾞｻﾞｲﾝした服を形にする仕事）

★オススメのバイトは 
CDｼｮｯﾌﾟ店員。
いろいろ視聴も出来るし、楽しい。

★リアルに一ヶ月後何がしたい 
１０日ぐらい休みが欲しい。

★青春はいつ 
恋してる時。

★今誰に逢いたい？ 
もちろん大倉忠義くん[:ハート:]

★今日の天気は 
曇り（でも今、夜。

★友達の身体の臭いを嗅ぐとしたら？ 
髪の毛。

他どこを嗅ぐんですか???

★一番得意な泳ぎは 
平泳ぎ。



しかできない。

つーかほぼかなづち。（笑

★好きな芸能人と一晩過ごせるならいくら出す？＆その芸能人 
４６９０円

↑今ﾘｱﾙに財布の中に入ってる金額。

大倉忠義さんと[:揺れるハート:]

★今年の目標は 
忠義のお嫁さん。

（今年ってゆーか常日頃の目標）

★今日は練習頑張る？ 
お腹痛いから頑張れない。

　 
★無人島に行って人が居たら？ 
とりあえず男か女か見る。

男だったら男前か確認。

女だったら話かけてみる。

★バイトしてる？ 
就職してる。

★いきなりだけど告白！ 
今日のｶｰﾄｩｰﾝKAT-TUNの録画失敗した!!!!

★今使ってる携帯の機種は 
ﾄﾞｺﾓ

P701iD
そろそろ新しくしたいと願ってる。



★好きな人にアピールする方法は 
ﾎﾞｰﾝｷｭｯﾎﾞｰﾝ。

だったらいいな。（笑

★霊感ある？ 
ばあちゃんが亡くなってからあるようになった。

★長く感じる瞬間は 
仕事が終わる１時間前。

★移動中よく聴く音楽は 
ｴｲﾄ。

★足のサイズは 
２４．５ 

★こういうものは果たして楽しいのか？ 
結構楽しい。

でも腰が痛い。

★ボーリングは果たして楽しいのか？ 
へたくそなのであまり好きではない。

★大根足って褒め言葉だったんだよ！知ってた？ 
嬉しくないけど。

★眠いときどうする？ 



とりあえず寝る。

★座右の銘をお願いします 
人に尽くし信じる心。

これ友達に言われてからずっと思ってる。

★友人の発言でもっとも面白かったものは？ 
むかつくら???[:上向き:]

★初恋のキャラクターを教えて下さい 
ﾄﾗﾝｸｽ。（ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙのﾍﾞｼﾞｰﾀの息子）

★一番好きなマンガは何ですか？ 
ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙ。

★この世に生きる意味とは？ 
人を幸せにすること。

★疲れて来たでしょ？ 
腰痛いでし[:パー:]

★好きな飲み物は？ 
ｱｲｽﾐﾙｸ

★パンとご飯ならどっち派？ 
最近はご飯。

★「ＳＡＮＹＯ」を「さにょ」って読んじゃったことありませんか？ 



ｱﾎかぼけぇ。

★ドラえもんの道具を何か一つもらえるとしたら何が欲しい？ 
どこでもﾄﾞｱ。

これで遠征も一瞬のうちで行ける。

★恋してる？ 
してます[:ハート:]

★一週間前の夕食を云つてみな。 
覚えてません[:パー:]

★今まで面白いと思った写メはある？

あるけど言えない。

★HN由来が知りたいんやねんけど、どないなん？
真昼の月ってゆーﾄﾞﾗﾏのﾀｲﾄﾙから。

☆１番自分がｱﾎだと思った瞬間は？

ﾊﾞｲｸに乗ったまんま落ちてる物拾おうとして

ﾊﾞｲｸごとこけてｵﾃﾞｺと鼻の下すりむいた。

ﾛﾝｸﾞﾛﾝｸﾞﾊﾞﾄﾝになりますた[:ぴかぴか:]
２４時回ったし寝ようかな。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.13 Thu ★ｺﾒﾚｽ★

ｺﾒﾝﾄいつもありがとうございます。

ｺﾒﾚｽの続きやりますねー。

ｺﾒﾚｽ!!!!
みずき（＠章大）

せらさん（＠忠義）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

ごんさん（＠忠義）

ともみさん

かな。さん

奈々さん（＠忠義）

SUN★SMILEﾁｬﾝ（＠忠義）
さちみさん（＠忠義）

りぃさん（＠忠義）

みおり（＠忠義）

涼華さん（＠忠義）

あいさん（＠和也）

ちふゆさん

竜奈さん（＠竜也）

しぃか（＠忠義）

なつみ（＠忠義）

かこさん（＠忠義）

ももよさん

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

なっつんさん（＠忠義）

咲さん（＠忠義）

昨日までのｺﾒﾚｽ終了しました。

ﾎﾝﾄ長らくお待たせしてすみませんでした。

これに懲りずにｶﾞｼｶﾞｼｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日読ませていただいてます。 みずき（＠章大）
やっと今日、風邪が完璧に治った感じ。（笑

３週間もかかったけど[:悲しい:]
心配してくれてありがとうね。

せらさん（＠忠義）

やっと今日、風邪が完璧に治りました。

ﾎﾝﾄ夏風邪は最悪だわ。

心配してくれてありがとうございます。

そうですよね。

みんなの努力が無駄にならないような

ﾗｲﾌﾞをして欲しいですね。

残り３箇所ですけど

自分達になかったものをつかめるような

そんなﾂｱｰであって欲しいと思います。

何気むちゃ∞ﾌﾞﾘで忠義の髪型見れましたね[:ハート:]
こんなに早く見れるとは思ってなかったので

突然でびっくりしました[:びっくり:]
結構似合ってましたよね

変じゃなかったと思います。

↑自担の欲目か???[:パー:]
ありがとうございます。

風邪も無事に治りました。

あたし、今でもﾗﾝ丸の影を追ってますよ。

いつもまひるの部屋の玄関の下で寝てたので

踏みつけないように玄関から出るように

注意してたので今でもそのくせが抜けません。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


やっぱり飼ってたﾍﾟｯﾄが亡くなるのはｼｮｯｸですよね。

うん。ﾎﾝﾄに。

忠義にはもっともっといろんなものを吸収して

成長してもらってまた新しく忠義を知ってくださる方々が

増えたらいいなって思います。

忠義にはたくさんの人をひきつけるだけの力があるから

今のままではまだまだもったいないかなって。

上を見たらきりがないんですけど

でも忠義には常に上を見て歩いていって欲しいなって。

歌姫映らないんですか???
お友達に頼まなくちゃですね。

ﾎﾝﾄにｴｲﾄﾒﾝもたくさん苦労をしてきて成長してきて

今があると思います。

だから少しでもそのﾒﾝの良いところを見習って

いきたいなって思いますよね。

そうですね。

忠義にもいろんな人と共演してたくさんのことを学び取って

次のｽﾃｯﾌﾟにして欲しいなって思います。

あと健康管理とかにも注意してもらいたいですよね。

やっぱり体休められる時には休めて欲しいなって

思いますし、いろいろお付き合いもあって

大変かと思いますが最後まで神宮自くんを演じきって

欲しいですね。

えぇぇぇぇ???
まひる、可愛くないですよー。

ﾎﾝﾄに。ﾎﾝﾄに。

ちなみにﾌﾞﾛｸﾞのTOP画はﾓﾃﾞﾙさんです。（笑
あんなに可愛かったらいいんですけどねぇ。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

やっと今日、風邪が完璧に治ったよ。

どんだけ風邪ひいてるんだよ???[:パー:]って感じだったもんなぁ。
心配してくれてありがとうね。

ごんさん（＠忠義）



やっぱり体調万全でﾗｲﾌﾞに挑んで欲しいですよね。

なんかずっとこのことが頭にあったので

いつもﾌﾞﾛｸﾞが意味深発言みたくなって

かえって周りを不愉快にさせることになってしまったので

早くにﾌﾞﾛｸﾞに書くべきだったなと思いました。

読んでくださりありがとうございました。

了解しました。

またﾌﾞﾛｸﾞにお邪魔しますね。

あたしのﾌｧﾝなんて恐れ多いです。

恐縮です。（笑

忠義のﾄﾞﾗﾏきっと最高だと思います。

忠義は結構根性が座ってるので

緊張とか大丈夫だと思いますよね。

仕事人の時のように先輩を前にしても奥さなかった人ですからね。（笑

ともみさん

初めまして

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

Ｔｼｬﾂの件同意してくださって嬉しいです。

やはり大切に着て欲しいですよね。

なんかﾀﾞﾒ出しって時には必要かなって思います。

本人が読んでくれてるかどうかはわからないけど

でもちゃんと言うことは言うべきだと思いました。

特にあたしの場合普段が甘甘なので。（笑

いろいろありがとうございました。

かな。さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうですか。

かな。さんは忠義の態度で気になることが出てきて

それで担当降りてしまったんですね。

なんか悲しいですね。

福島でもそういった行動見られたんですね。

ｼｮｯｸです。



ついついﾎｰﾙだと気が緩んでしまうんですかねぇ。

でもﾎﾝﾄおごり高ぶるようなｸﾞﾙｰﾌﾟには

なってほしくないですよね。

これからも暖かく見守っていきましょう。

時にはﾀﾞﾒ出しも必要かと思いますが。（笑

貴重なご意見ありがとうございました。

奈々さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そしてﾒｰﾙもありがとうございます。

ﾒｰﾙにお返事出来なくてすみません。

そうですね。

考えることも必要だと思います。

あたしも今回のことでかなり悩みました。

ﾌﾞﾛｸﾞ書いててもｓこのことが頭をﾁﾗつくので

いつも意味深発言みたいな感じになってたので

反省しています。

もっと早くにﾌﾞﾛｸﾞに書くべきだったなって思いました。

きっと奈々さんなら乗り越えられますよ。

お互い頑張りましょう。

SUN★SMILEﾁｬﾝ（＠忠義）
いえいえ。全然。（笑

ｺﾒﾚｽに困ることはないですから。

ｶﾞｼｶﾞｼｺﾒﾝﾄくださって結構ですよ。

そうですね。

あたしも頑張ってる忠義が好きだから

ｶﾞｯｶﾘはしたくないです。

なのでこれからも頑張って欲しいなって思います。

雑誌でもﾂｱｰ頑張る発言みたいなのが

結構見受けられるじゃないですか???
だから余計に残念だなって思います。

一社会人としての自覚、芸能人としての自覚

取り戻して欲しいなって思います。



そうですね。

関ｼﾞｭの手本になる先輩で居て欲しいですね。

さちみさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。毎日読んでくださってるんですね。

ありがとうございます[:ハート:]
嬉しいです。

そうですか。

青森でも忠義の態度が悪かったと話は聞いてますが

なんかせっかく４７ﾂｱｰをやってくれてるのに

それを無駄にするような行動はｶﾞｯｶﾘしますよね。

さちみさんがまた忠義のことを好きだと言える日が

来ると嬉しいです[:ハート:]
忠義にとっては何気ない行動だったのかもしれませんが

見る側からしたらｼｮｯｸを受けることも

たくさんあります。

少しづつ改善してくれたらいいなと思います。

これからも応援頑張りましょうね。

りぃさん（＠忠義）

そうですね。

ｴｲﾄもeighterもたくさん反省すべき点はあると思います。
お互いがそれを理解して次からはお互いがﾏﾅｰよく

ﾗｲﾌﾞが行えるといいですね。

自担不足は解消できたでしょうか???
あたしはむちゃ∞ﾌﾞﾘですっかり解消しました。
↑単純[:パー:]
まだ蹴鞠師のDVDとか見てないんで
今日はそれでﾃﾝｼｮﾝ上げ上げ[:上向き:][:上向き:][:上向き:]で
行こうかなぁって思ってます。

みおり（＠忠義）



そうだよね。

甘やかしてばかりじゃお互い成長できないと思う。

ｴｲﾄもeighterも。
ｴｲﾄﾒﾝが気分よくﾗｲﾌﾞできる環境を作るのは

eighterの役目だと思うし。
これが次のﾂｱｰにはお互いが少しでも改善できてたら

いいなって思います。

ﾄﾞﾗﾏもうすぐだね。

なんか今更ｴｷｽﾄﾗに応募すればよかったかなと思ってみた。（笑

涼華さん（＠忠義）

ﾘﾝｸのお誘いありがとうございます。

相ﾘﾝという形にさせていただきました。

右手のｹｶﾞもだいぶよくなり[:パソコン:]するのに不自由が
なくなりました。

まだ傷は痛むんですけど

とりあえず包帯が取れたので。（笑

またﾌﾞﾛｸﾞの方、お邪魔させていただきますね。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

あいさん（＠和也）

お久しぶりですぅ〜[:ぴかぴか:]
あいさん、褒めすぎです!!!!（笑
そんなに褒められると照れますです[:てれちゃう:]
好きだからﾀﾞﾒ出しが出来ると思ってますし、

やっぱり戻ってくる場所は忠義の元なんだなって

思います。

そうですね。

好きな人が芸能人でも最近は

結構ｶﾞﾏﾝできるようになりました。

でもあたしも時々悩みますよ。

あたしなんかが好きでいてもいいのかなぁ???とか。
でも次の日にはｹﾛっとして好きだ!!!!って言ってますけど。（笑
あたしって純粋でかわいらしいですか???



↑そこに食いつくな[:パー:]
ﾃﾞﾍﾍ。（笑

ありがとうございます。

そう言っていただけるともっそい嬉しいです[:ハート:]
好きな相手は違うけれども

でも同じｼﾞｬﾆｰｽﾞのﾀﾚﾝﾄさんを好きな人同志

頑張りましょうね。

そうﾗｲﾌﾞってそうゆうものじゃないですか???
落ち込んでることがあっても

好きな人達に合える楽しみ。

好きな人達と過ごす時間。

一気に元気ﾊﾟﾜｰをもらえる瞬間だと思うんです。

だからすごく大切な時間だと思います。

あ。ﾄﾞﾘﾎﾞですか???
亀ﾁｬﾝはﾎﾝﾄにいつも頑張っててすごいなぁって思います。

危険なこともたくさんやってて

一瞬でも気を抜いたら命を落としかねぬことをやってて

ﾎﾝﾄにすごいなぁって思います。

あたし頑張ってる人が好きなのでそんな亀ﾁｬﾝが大好きですよ。

KAT-TUNｸﾞｯｽﾞも無事に届きましたし。（笑

ちふゆさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

毎日見てくださってるんですね。

ありがとうございます[:ハート:]
ﾗﾝ丸は最後、抵抗することもなく

大好きなﾏﾏﾝの顔を見たまま亡くなりました。

でもその次の日ぐらいに台風がきたので

台風がきて雨風の中ﾗﾝ丸がびしゃびしゃになってしまわなくて

よかったねって家族で話してました。

やっぱりあれが潮時だったんだと思います。

嵐の番組面白いですよね。

特に先週は爆笑しました。（笑

ありがとうございます。

これからも自分のﾍﾟｰｽで頑張って書いていきたいと



思ってますのでﾖﾛｼｸお願いします。

竜奈さん（＠竜也）

ﾌﾞﾛｸﾞ移転了解しましたー[:ハート:]
ﾌﾞｸﾏに登録しなおしておきます。

またﾌﾞﾛｸﾞお邪魔しますね。

しぃか（＠忠義）

ｱﾝｱﾝちょっと見るのがつらかったけど

疲れてる中でも忠義の頑張ったお仕事だからって

思って大切に読みました。

しぃか、大丈夫???
あたしは今、元気いっぱいだけど

しぃか辛そうだし。

でも城Hで元気もらってきたみたいだし、
りりかさん達と楽しく過ごせたみたいだし、

ちょっと安心しています。

またつらい時はいつでもつらいと言ってくれてかまわないからね。

あたしはいつもしぃかの味方だし。

なつみ（＠忠義）

うん。そうだね。

丸ﾁｬﾝのものの捕らえ方とか勉強になるよね。

気分が落ちてる時に読むと特に元気が出る。

ﾎﾝﾄにｴｲﾄﾒﾝの良い部分が自分に影響を与えてくれてると

思うと嬉しいよね。

また頑張ろうって思えるし。

かこさん（＠忠義）

お久しぶりですぅ〜[:ぴかぴか:]
覚えてますよー。

ﾎﾝﾄたちょのいろいろな方面で活躍する姿が

見たいですね。



いつか映画とかにも出てもらいたいですねー。

なんかあの大きなｽｸﾘｰﾝでたちょのお芝居が見れるかと思うと

ﾄﾞｷﾄﾞｷですよね[:ラブ:]
ﾄﾞﾗﾏ始まる日がかこさんの誕生日なんですか???
それはめでたいですね[:てれちゃう:]
なんか軽く誕生日を祝ってもらってる気分ですよね。

ｽﾃｷな誕生日になること間違いなしですね。

ももよさん

手の方は見た目的にはだいぶいいんですけど

親指なのでどうしても物が当たったりすると痛みますね。

ﾎﾝﾄに。

ﾌﾟﾚｿﾞﾝが無事に終わって良かったですね[:ハート:]
なんか日が経つに連れて不安になるけど

でも信じて待つしかないですよね。

きっとｴｲﾄﾒﾝもすごく頑張ってくれると思うし。

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

あたし小学生ぐらいからｼﾞｬﾆも好きだったし

（今ほど寝ｯ居的じゃなかったけど）

音楽がすごく好きだったから

好きなｱｰﾃｨｽﾄさんとか芸能人とかたくさんいたなぁ。（笑

なんかあたしも夜ふと気づいて

今日大声で笑ってなかったなぁとか思うこと

結構あるよ。

心から笑うって難しいよね。

なっつんさん（＠忠義）

お久しぶりですぅ〜[:ぴかぴか:]
なっつんさんのこと忘れたりしませんよ。

ﾃﾝﾌﾟﾚ変えましたよ。

９月になってすぐ変えたんですけど

飽きちゃって結局博貴の誕生日当日に

また新しく作り直しました。



ｽﾃｷですか???
ありがとうございます[:ハート:]
なんか壁紙の緑色の星がすごく気に入ってるんですけど。（笑

arisaﾁｬﾝ（＠忠義）
もう全然元気!!!![:グッド:]
心配してくれてありがとうね[:ハート:]
忠義運転のﾄﾞﾗｲﾌﾞとか最高だよね[:チョキ:]
もう同じ車に乗ってるだけでﾄﾞｷﾄﾞｷです。

あたしも妄想大好きだからついつい妄想して

にやけちゃうんだよね。

軽く変態入ってますけど[:パー:]

咲さん（＠忠義）

ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

あの映像は必見ですよね。（笑

あたしもﾘﾋﾞﾝｸﾞの大きな[:テレビジョン:]で髪切った
忠義をｶﾞﾝ見したいと思います。

忠義運転でﾄﾞﾗｲﾌﾞ行きたいですよねぇ。

弟さんｶﾜｲｲですね[:ハート:]
なんか忠義の弟を彷彿させるような発言。（笑

将来大物になるかもしれないですよ。（笑



2007.09.13 Thu あたしはいつも忠義のそばにいるよ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日３回目でし。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやりましたので

見てくださいねーん[:ハート:]
これで昨日までのｺﾒﾚｽは全部終わりました[:グッド:]
やったね。まひるたん[:チョキ:]

なんかいつも木曜日の休みは疲れが出るのか

全く持って起きれません[:パー:]
今日も起きたのは１６時過ぎでした[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li

あ。今ﾚﾝｼﾞｬｰ 読んだ。

忠義、何か凹んでるんだね[:悲しい:]
どうしたんだろ???
忠義がいつもどおり笑えますように。

忠義がいつもどおり元気でいられますように。

あたしには何もしてあげられることがないのが

悔しいんだけどでも忠義が少しでも笑顔で

いられるように祈ってる。

なんかすごくすごく心配だけど

少しでもまひるの元気をわけてあげたいぐらいなんだけど

ヨコ、忠義のことお願いします[:ポロリ:]
あたしにはこんなお願いしか出来ない無力な女です[:悲しい:]
忠義が１日も早く元気を取り戻してくれることを

毎日毎日祈ってます。

忠義が元気ないとあたしも心配です。

忠義がぶっちゃけて凹んでますって書くの初めてだし。

それらしきことを匂わせてたことは何度かあったけど。

そばに居てあげたい。



今すぐそばに行ってなぐさめてあげたい。

少しでも忠義の力になりたい。

あたしってなんて無力なんだろう。

大好きな人が落ちこんでいても声一つかけることも

出来ないなんて。

自分の無力さに消えてしまいたい。

忠義は１人じゃないから。

ｴｲﾄﾒﾝがそばにいる。

たくさんのﾌｧﾝがいつもそばにいる。

直接何かしてあげることは出来ないけど

でもあたしは忠義のそばにずっといるよ。

１人じゃない。

ヨコに寄りかかったままでもいいじゃない。

あたしはそんな忠義も好きだから。

弱い部分をさらけ出すそんな忠義もあたしは好きだから。

だったらあたしが支えになるから。

忠義が倒れないぐらいの支える力は持ってるつもりだから。

無理して頑張れなんて言わない。

でも仕事だけはきちっとやって欲しいとは思う。

あたしもどんなにつらくても仕事の時は

笑ってる。

それがﾌﾟﾛだから。

きっと言わなくても忠義はわかってると思う。

だからこれ以上は何も言わない。

ｺﾞﾒﾝね。

いつも厳しいこと言って。

でもあたしは忠義がここまでのし上がってきたのを

全国のみんなに知ってもらいたいから。

忠義はｴｲﾄ結成前は普通にﾊﾞｯｸで踊ってる

そんな関ｼﾞｭの一員だった。

でもﾁｬﾝｽを物にしてｴｲﾄﾒﾝの後押しもあって

ここまでやってきたじゃない。

その頑張りを全国のeighterに見て欲しいって思ったし、
ﾄﾞﾗﾏでお茶の間に伝えて欲しいって思った。

あたしはそんな大倉忠義が好き[:ハート:]



あたしはいつも忠義のそばにいるよ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.14 Fri 抱かれたい男。

(・∀・)ﾉｨｮ-ｩ
大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ直すとこがあったから

朝４時ぐらいから起きてやってた[:てれちゃう:]
このﾃﾝﾌﾟﾚだと今までｺﾒﾝﾄの時にﾒｱﾄﾞが出せなかったんだけど

ﾒｱﾄﾞの項目を追加しました[:ぴかぴか:]
そんなわけでﾖﾛｼｸお願いします[:グッド:]

まだ仕事行くまでに時間あるからﾌﾞﾛｸﾞ更新。

ちなみに現在799ｴﾝﾄﾘｰなのね。
だからもし今日帰ってきてから書いたら800ｴﾝﾄﾘｰになるの[:ハート:]
そんなわけで書かない時期もあったりして

それで800ｴﾝﾄﾘｰだから結構頑張ったなって思います[:ぴかぴか:]
最近は結構真面目に書いてた方だと思うけど。（笑

あ。そだ。

１０月１７日

関ｼﾞｬﾆ∞　新曲発売!!!!

「ｲｯﾂ　ﾏｲ　ｿｳﾙ」

HEY3出るってゆーし新曲が出るのかな???とは思ってたけど
あたしは違う重大発表を想像してたから

拍子抜けした[:たらーっ:]



いやいや、新曲発売は嬉しいよ[:ハート:]
うたばんにも出るって言ってた。

いやぁ、めちゃめちゃ楽しみ[:揺れるハート:]
今までのｴｲﾄと違う感じらしいので

余計に楽しみなんですけどね[:GO!:]
なんかだってﾀｲﾄﾙが普通だもん。（笑

久々にﾀｲﾄﾙが普通。（笑

あ。それで上のはﾚｺﾒﾝでの話なんですけど

昨日はﾚｺﾒﾝでヨコヒナが１位になれるﾗﾝｷﾝｸﾞってゆーやつの

募集してたんだけど

その中に「抱かれたい男ﾗﾝｷﾝｸﾞ」ってのがまじってて

３位　木村拓哉さん

２位　赤西仁

１位············大倉忠義。（爆笑

いやね、確かにあたしも抱かれたいですよ[:パー:]
ぶっちゃけ。（笑

でもヨコヒナﾗﾝｷﾝｸﾞに大倉忠義を出してくる度胸。

あたしにはないですわー。

でもだいぶ場が和みましたけどね[:パー:]
(*´д`)ｱﾊｧ。
大倉忠義さんに抱かれたいですわ[:ハート:]
↑朝から寝言言うなよ[:パー:]

案外どSな大倉さん[:ハート:]
萌えますわ[:揺れるハート:]
どM魂が揺さぶられる[:揺れるハート:]（笑
朝からどんな想像してるんだよ[:パー:]
なんか裸ｴﾌﾟﾛﾝ級の想像力だわ[:パー:]（笑
ｸﾞﾊ!(゜o゜(☆○=(-_- )ｹﾞｼｯ

さてさてお腹も空いてきたことだし、

ご飯食べて仕事行ってきます[:てれちゃう:]

忠義が今日も１日笑って過ごせますように。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.14 Fri あなたの笑顔が好き。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目でし。

大倉担まひるですけどもー。

祝★８００ｴﾝﾄﾘｰ!!!! ｪｨｯ(　´∀｀)σ)∀`*)ｷｬ♡ 
このｴﾝﾄﾘｰで８００記事目になります[:ハート:]
自分でもここまで続くとは思ってなかったです[:たらーっ:]
出来る限り続けていきたいと思ってますので

ﾖﾛｼｸお願いします[:ぴかぴか:]

何気朝４時から起きてるのでそろそろ眠いんですが[:パー:][:悲しい:]
でも今日はｽｼ王子が面白い展開になってるので

それまでは起きていたいんですよねぇ[:たらーっ:]

あ。今日聞いた話。

あたし達が水のvolvicの１ﾘｯﾄﾙを買うと
ｱﾌﾘｶの子供達に１０ﾘｯﾄﾙの水がいくんですって[:パー:]
ﾕﾆｾﾌとvolvicの提携らしいです[:ぴかぴか:]
なのでみんな水を買う時はvolvicの１ﾘｯﾄﾙを買おう[:チョキ:]
みんなもこれ広めてね[:パー:]
すごいよね。

１人が１ﾘｯﾄﾙ買っただけで１０ﾘｯﾄﾙの水が届くって。

これはまひるさん買わなきゃですよ[:パー:]
ほんのわずかな気心ってやつです[:パー:]
詳しくはこちら

あ。来週、ﾚｺﾒﾝで新曲解禁するそうです。

録音体制ﾊﾞｯﾁﾘでいどまなくっちゃ[:グッド:]
でも最近ｺﾝﾎﾟの調子が悪いんだよねぇ[:悲しい:]
なんかﾗｼﾞｵも満足に聴けない状態[:悲しい:]
調子いいと聴けるんだけど

http://www.volvic.co.jp/1Lfor10L/index.html


だから最近はﾏﾏﾝからﾊﾟﾁｮったﾗｼﾞｵと時計が一緒になったやつで

聴いてるの[:悲しい:]
でも来週は頑張って録音しまーす[:ハート:]
なんか昨日、ﾎﾝﾄ久々にﾚｺﾒﾝ聴いたんだよね[:悲しい:]
毎週聴けっつーの!!!![:パー:]
どうも[:テレビジョン:]とかﾗｼﾞｵとか苦手な人で。
なんか落ち着きないんだろうーね[:汗:]
集中して見たり聴いたりすることが苦手[:悲しい:]
でもやっかしﾚｺﾒﾝは面白い。

昨日はやっすんが[:電話:]ｹﾞｽﾄだったんだけど
（最近やっすん多くないか???[:パー:]）
最初[:電話:]かけた時に出なくて
ヨコがｵﾚの[:携帯:]からかけようか???って言ってる間に
やっすんから[:電話:]が!!!!![:パー:]
で、散々しゃべって最後に「『わたし鏡』歌え。」ってヨコが言い始めて

[:電話:]かかってきた時にｷﾞﾀｰいじってたらしく
その流れからなんだけど歌い始めたらヨコが[:電話:]切ろうとして。（笑
そしたら章大がそれに気づいて。（笑

早っ!!!って思ったもん。（笑
また忠義のﾄﾞﾗﾏが近づいてきたら[:電話:]ｹﾞｽﾄとかありそうだし。
来週もなんか発表があるらしいし。

聴き逃せませんなぁ。越後やさん[:パー:]（←何ｷｬﾗ???

明日も１日忠義が笑顔で過ごせますように。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]



2007.09.17 Mon 常に地球は回ってる。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

何気２日放置すみません[:悲しい:]
仕事が忙しくてﾍﾛﾍﾛになってました[:悲しい:]
何気休み前の月曜日が１番元気な気がするのは

あたしだけですか???[:パー:]

今日は楽しみにしてたｽﾏｽﾏ。

斗真が流鏑馬（やぶさめ）に出たのーん[:ハート:]
小栗ｱﾝと一緒に[:ハート:]
ﾄﾞﾗﾏ以外で小栗ｱﾝを見たのが初めてだったので

妙に緊張したー[:てれちゃう:]
なんか中居くんに斗真が緊張しすぎとか言われてるのがかわゆす[:揺れるハート:]
あたし全然調べてなかったので

ﾋﾞｽﾄﾛに小栗ｱﾝと真希ﾁｬﾝと３人で出るのかと

思ってたんだよね。

あたしは思ったね。

小栗ｱﾝの声がすき[:ハート:]
なんか斗真がめっちゃSMAPのﾒﾝﾊﾞｰに可愛がってもらってて
あたしも嬉しかった[:ハート:]
改めて斗真の人脈の広さを感じたし、

性格の良さを思い知ったね[:チョキ:]
誰にでも愛されｷｬﾗの斗真はすてきだと思う[:ぴかぴか:]
斗真、ｶｯｺｲｲな[:揺れるハート:]

いろいろ詳細が発表になりましたね。

１１月２２日にﾂｱｰの写真集が発売になるし、

ヨコもﾄﾞﾗﾏ出るし。

あたしはこの間のﾚｺﾒﾝの時にヨコのﾄﾞﾗﾏ発表かと

思ってたのよ。

ちなみに有閑倶楽部です[:ハート:]



ずんのすけさんも出るらしいっす[:パー:]
必見ですな[:パー:]
なのに新曲発表だったので肩透かしをくらいました[:悲しい:]
ヨコによると明日正式発表らしいので

新聞ﾁｪｯｸらしいです[:チョキ:]
あたし忘れそう[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
あとWebまだ見てないんだけど
ヒナﾁｬﾝも新しい番組に出るんだよね???
あたしﾘｱﾙにﾁｪｷﾗ出来ない気がする[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
ヒナﾁｬﾝ見れなかったらｺﾞﾒﾝね[:悲しい:]
なんせ美味紳助の後枠の番組でしょ???
美味紳助、結局録画したやつは１度も見なかったんだよね[:悲しい:]
（↑この人最悪[:パー:]
だから忠義が出てるのとか見てないし[:パー:][:悲しい:]
（↑あ。これ忠義が見たらﾘｱﾙに凹むな[:悲しい:]
ﾏｼﾞ時間作って見ます!!!!![:ぴかぴか:]
誰かまひるたそにﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ付きのDVDﾚｺｰﾀﾞｰを買ってやって[:パー:]
もうこの際ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷだけでも買おうかなと思ってるよ[:パー:]
なんか地ﾃﾞｼﾞに憧れるあまりにまひるの隣の部屋だけ

地ﾃﾞｼﾞになった夢を見たもん[:ぴかぴか:]

あ。ﾂｱｰ、鹿児島、福岡お疲れ様でした[:ハート:]
残すとこはあと沖縄だけになりましたね[:揺れるハート:]
始まる前は長いﾂｱｰだなって思ったけど

あたしの中ではずっと続けてﾂｱｰやってるってゆー感覚がなかったから

あっという間だった。

でもいろんな意味で成長させられたﾂｱｰだったと思う。

ってまだ沖縄が終わってないのに締めの言葉言っちゃいましたけども[:パー:]（笑
eighterとしても大倉担としても考えさせられるﾂｱｰだった。
また改めて沖縄が終わった後に締めやりますけどね[:パー:]（笑

あ。そうそう、TV LIFEとかﾄﾞﾗﾏの相関図を
ﾁｪｷﾗしたのよ[:パー:]



ただﾁｬﾝかわゆす[:揺れるハート:]
ﾘｰｾﾞﾝﾄってゆーかｵｰﾙﾊﾞｯｸだよね。（笑

なんか元ｶﾉに未練たらたらとか書いてあって

そんな神宮寺くんが愛しくてたまらんです[:ときめき:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.18 Tue ｸﾞ､ｸﾞﾗﾝﾏﾆｴ???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ずんのすけさんのｸﾞﾗﾝﾏﾆｴ設定は微妙と思う

今日この頃。

まひるです[:パー:]
だってずんのすけさん純和風のお顔立ちじゃないですか???
金ﾊﾟにしてｶﾗｺﾝ使うって[:パー:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
あぁ。やっぱり新聞買いに行こうかなぁ。

でもｸﾞﾗﾝﾏﾆｴってﾊｰﾌだっけ???
じゃあ、納得[:パー:]（笑

この時期まひるの部屋は猛暑になります。

なぜなら南側の窓からすごい日が入ってくるからです[:悲しい:]
ｸｰﾗｰの意味が全くないぐらい暑いです[:悲しい:]
部屋の中で光合成が出来ます[:パー:]
ぶっちゃけ外の方が涼しい時があります[:悲しい:]
だってだって南側の窓５面もあるんだもん[:悲しい:]
そんなわけで今日はｸﾞｯﾀﾘと寝てました[:眠たい:]
早く涼しくならないかなぁ[:悲しい:]
まぁ、あたしの部屋は１０月になっても暑いんですけど[:パー:]
１０月と言えばﾏｲﾊﾞｰｽﾃﾞｰですよ[:ぴかぴか:]
嬉しさ半分むなしさ半分って感じですかねぇ[:たらーっ:]
毎年大概仕事なんですが今年は誕生日休暇を使いました。

なので予定もないくせに♪+.ﾟ㋔㋳ﾟ+.ﾟ(｡´∀｀)ﾉﾟ+.ﾟ㋜㋯ﾟ+♪ です[:ハート:]
[:家:]でまったりと過ごしたいと思います。

ここ３日ぐらい夕方になるとお腹痛いんですよ[:パー:]
常日頃便秘ﾏﾝのあたしがですよ[:パー:]
もう仕事の時はﾄｲﾚが遠くてﾋﾟﾝﾁの時がよくあります[:冷や汗:]
なんか風邪をひいてから体調がおかしいとゆーか[:パー:]



あたしはやっかし便秘ﾏﾝの方が慣れてるので

そっちの方がいいです。

あ。２１日の「ｻﾞ·ﾜｲﾄﾞ」にｴｲﾄ出るそうですよーん[:ハート:]
そういや今日のｽﾞｰﾑｲﾝ見た人いる???
有閑倶楽部のやつやってた???
なんか自分の部屋にﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷがないから

夜遅くに気づいた場合、次の日の録画予約出来ない場合が

ほとんどで。

それで昨日も録画予約出来なくて

ｽﾞｰﾑｲﾝ、ﾁｪｷﾗしてないんだけど[:悲しい:]
あたしBOOK○FFで３ヶ月だけﾊﾞｲﾄしてたことがあって
その時、有閑倶楽部読んだことあるんだけど

面白い[:ハート:]
ちなみにBOOK○FFは暑苦しくて辞めた。（笑
あたし、あーゆう暑苦しいの大嫌いなんだよなぁ。

３ヶ月の間に店長が３人代わって最初の店長は良かったんだけど

２人目からめっちゃ暑苦しくなってﾊﾞｲﾄ行くのが

しんどくなって３人目で限界を感じた[:悲しい:]
だって移動はすべて小走りとか言われてどんだけ???
って思ったもん。

小走りできてないと反省会で怒られるし[:パー:]
お客さん待たせてる時に小走りするのはわかるけど

移動すべてが小走りだからね[:悲しい:]
あぁ。思い出しただけでも吐き気がする。

本を見るのは楽しかったけど

青春してます!!!!!みたいなﾃﾝｼｮﾝがｶﾞﾏﾝ出来なかった[:悲しい:]
あたしは普通に働きたかったのよ[:パー:]
大人の落ち着いた感じで。

髪、真っ黒じゃないとﾀﾞﾒだったしね。

今でこそ真っ黒の方が好きなんだけど

当時は金ﾊﾟに近いぐらい明るかったから

２度染めしたし[:悲しい:]
ﾎﾝﾄいいことなかったよ[:悲しい:]



明日、朝一で[:病院:]なんだよね[:汗:]
ﾎﾝﾄは今日のはずだったんだけど

今日なぜか休診で[:悲しい:]
なので明日、仕事に行く前に行くことになりました。

朝起きれるかなぁ。

今日だいぶお昼寝したし[:悲しい:]
(っω；`。)スンスン
最近仕事が煮詰まってきてるので

憂鬱です[:悲しい:]

なんか今日は愚痴ばっかりでｺﾞﾒﾝなさい[:悲しい:]
あたし、今、ｽﾄﾚｽ溜まりまくりです[:悲しい:]
最近全然遊んでないしなぁ。

最近忙しくて休みの日とか爆睡だし[:眠たい:]
充実してないなぁ。

あたしの生活[:悲しい:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.19 Wed あなたはわたしの太陽だから。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾇｰﾝ!!!![:猫2:]
花君、最終回良かった!!!!![:てれちゃう:]
なんかあたし的にはやっかし中津くんですけどね[:パー:][:ハート:]
瑞希は佐野様ですか???[:パー:]
なんか花沢類はありだけどあたしの中に佐野様要素は

全くありません[:パー:]
でも最後のｷｽはちょっと萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]しちゃったけどね。（笑

ﾇｰﾝ!!!!
って一人で大興奮!!!!

(*´д｀*)ﾊｧﾊｧ
おぐおぐのﾁｯｽｼｰﾝなんて見慣れてるはずなのに。

何???このときめきは???[:パー:][:ラブ:]
でもあたし的主観から言うと中津の後ろから抱きしめるやつですけどね[:パー:][:ハート:]

(；´Д｀)ﾊｧﾊｧ···
あの耳元でささやかれるのは反則ですよ[:パー:][:ハート:]

中津きゅーん!!!!
ってなったもん。（笑

もうだって２２時２０分ぐらいから瑞希がﾊﾞｲﾊﾞｲするｼｰﾝが始まったじゃないですか???
えぇー!!!!って思ったよ[:パー:]
あてくしは[:パー:]
でもなんか初めてちゃんと見る顔とかいてびっくらしたけどね。（笑

あたしﾎﾝﾄ視力悪いんで[:パー:]
でも思った。

松田聖子は綺麗だ。（笑

あの人いくつになるの???
あたしは結構好きなんだけど[:パー:]

そしてむちゃ∞ﾌﾞﾘ。



あたし、今日のまなかなﾁｬﾝ大好きです[:ハート:]
衣装とかﾛｯｸっぽくて可愛かったし[:ハート:]
でも私服がちょっとﾀﾞｻめだった気がするのはあたしの

気のせいですか???[:パー:]
なんか亮ﾁｬﾝが２人共はとこ扱いされてて

ﾏｼﾞ凹みしてたのがかわゆす[:揺れるハート:]
えぇ。あたしだったら誰だろ???
あたしがもしｴｲﾄﾒﾝではとこにするなら丸ﾁｬﾝ???[:パー:]（笑
うーわ。丸ﾁｬﾝに申し訳ないわ[:パー:]
あ。でもあたしその日その日によって違うと思うんだけど

恋人が忠義で結婚するならヒナﾁｬﾝかなぁ。（爆笑

あぁ。でもヒナﾁｬﾝ、もっそいどSだからちょっと怖いなぁ。
じゃ、面倒見のいいヨコとか???[:パー:]（笑
でもヨコ、おっぱい星人だしなぁ。

そこかよ!!!![:パー:]
ﾍﾟｯﾄは絶対、やっすん[:ハート:]
めちゃ可愛がりたい[:ハート:]（笑
あ。でも博貴がﾍﾟｯﾄでもいいな[:ハート:]
すっごい甘えてくれそうだし[:ハート:]
お目目ｷﾗｷﾗさせて近寄ってきそうだし[:ぴかぴか:]
あ。やっぱり忠義と結婚したｽ[:揺れるハート:]
亮ﾁｬﾝとはお友達で[:パー:]
すばるもお友達で[:パー:]
とか言ってて言うのは勝手だけど

お前に言われたくねーよ[:パー:]って言われそうですけどね[:パー:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
すばーとは一緒にお買い物とか行きたい[:ハート:]
洋服とか楽器やさんとか一通り回ってお茶したい[:ハート:]
それはﾃﾞｰﾄとは言わないのか???[:パー:]って言われそうですけど。
亮ﾁｬﾝとは飲みに行きたいな。

ｸﾗﾌﾞとかも行きたいし[:ハート:]
でも丸ﾁｬﾝとか落ち込んだ時に相談にのって欲しい感じ。

結局あたしにはｴｲﾄﾒﾝからはとこなんて選べないのよ[:パー:]
忠義とはｽﾃｷな家庭が作りたいです!!!![:ハート:]（切実
子供は３人で男、女、男がいいなぁ。

あたしとにかく忠義に似た子が生みたいんだよね[:ハート:]（笑
もう結婚してくれとかめんどくさいこと言わないから



遺伝子だけくれ[:パー:][:ハート:]
うーわ。興ざめする一言だわ[:パー:]
いやね、ﾎﾝﾄはただﾁｬﾝと暖かい家庭が作りたいですよ[:ハート:]
あたし、どんなにただﾁｬﾝが遅くに帰ってきても

起きて待ってたいし[:ハート:]
寝ててくれって言われたら寝てるけど

言われなかったら絶対起きててただﾁｬﾝを向かえ入れてから

寝る。

なんかだって夫婦ですれ違いになるのｲﾔだもん。

絶対会話とかしたいし、ちゃんと顔見て話もしたいし。

あたしは結婚しても仕事持つのもかまわないし、

専業主婦になるのも全然かまわない。

忠義の好きなようにしたい。

でも子供の小さな時は絶対鍵っ子にしたくないのね。

だから小さいうちは絶対専業主婦でいたいですけどね。

うーわ。まひるさん、忠義との結婚生活について

熱く語っちゃったよ[:パー:]
恥ずかしいじゃないか[:パー:]
まぁ、夢ぐらい見させてよ[:パー:][:ハート:]

なんかこの間、職場で話してたんだけど

職場内でﾊﾞﾝﾄﾞが組めるねって話で。

ﾄﾘﾌﾟﾙｷﾞﾀｰでﾍﾞｰｽが居てあたしがﾄﾞﾗﾑでｷｰﾎﾞｰﾄﾞが居て

ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄが居てﾎﾞｰｶﾙも２人いるし。

結構音に厚みが出ていいんじゃないですか???
って話をしてたのよ。

でもｼﾞｬﾝﾙが決まらなそうだけどねって話になった。（笑

確かに。（笑

でも職場内にｴﾙﾚ好きな人あたし含めて３人いるの[:ハート:]
あたしは特にやりたいｼﾞｬﾝﾙってないんだよね。

ﾄﾞﾗﾑ叩ければそれで嬉しいし[:ハート:]
福岡だっけ???
ただﾁｬﾝ、ｽﾃｨｯｸ折ってたのって。

どんだけﾊﾟﾜﾌﾙﾄﾞﾗﾏｰなんだよ[:パー:]って話ですよね。
あたし昔、好きなﾄﾞﾗﾏｰさんから練習用のｽﾃｨｯｸもらったことがあったんだけど

すごいﾎﾞﾛﾎﾞﾛに欠けててすごい練習してるんだなぁって思ったことがある。



今でもあたしの宝物ですけどね[:ぴかぴか:]
そうゆう形に残るものってやっぱり嬉しいよね。

くれる人の気持ちが有難い。

もうたぶんﾎﾞﾛﾎﾞﾛで使えなくなったからくれたんだと思うけど

やっぱり魂のこもったものだと思ってるから。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.19 Wed ﾊﾞ､ﾊﾞﾄﾝ???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目でし。

大倉担まひるですけどもー。

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）からﾊﾞﾄﾝが回ってきたので

やりまーす。

最近あたし、ﾊﾞﾄﾝやりまくりだな。（笑

◎バトンのルール

１．必ずバトンを回す、５人の大切な方々を

題名に書いて驚かせてください。

２．回ってきた質問には素直に等身大の自分で答えましょう(笑)。
３．やらない子はお仕置きです！！ｗ

４．ルールは必ず掲載しておいてください。

★お名前は？

まひるです。

本名は至って地味な名前。（笑

★おいくつですか？

２３歳。

来月で２４歳になりますゆ[:悲しい:]

★ご職業は？

服飾関係。

★資格持ってる？



販売員と中学校の家庭科教師の免許。

★今、悩みが何かありますか？

あんまり悩まない。

ﾉｰﾃﾝｷです[:ぴかぴか:]

★あなたの性格を一言で言うと？

ﾏｲﾍﾟｰｽ。

忠義と比べてもいい勝負が出来ると思う。

★誰かに似てるって言われたことある？

ないなぁ。

★社交的？人見知りしちゃう？

もっそい人見知り。（笑

でも人によって全然普通に喋れたりする。

★人の話にはしっかりと耳を傾ける？

だいたい聞いてるけど

時々右から左への時がある。

★ギャンブルは好き？嫌い？

昔は競馬とﾊﾟﾁﾝｺやってた。

今はやらない。

でも競馬の中継とか見ると燃える。

★好きな食べ物飲み物、嫌いな食べ物飲み物は？

好きな食べ物：ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ、ﾊﾟｽﾀ、鶏肉全般、ｸﾚｰﾌﾟ。

好きな飲み物：ｱｲｽﾐﾙｸ、紅茶、ｶﾌｪｵﾚ、烏龍茶。

嫌いな食べ物：数の子、うに、海草全般（ｱﾚﾙｷﾞｰのため



嫌いな飲み物：せんぶり茶、ｱｲｽｺｰﾋｰ

★恋人いる？

いない。

忠義が好きすぎて別れた経歴を持つ痛いｦﾀ。

★彼氏・彼女にするならどんな人が理想(５つ)？
一般常識のある人。

空気の読める人。

ｵｼｬﾚな人。

地球に優しい人。（笑

浮気をしない人。

★彼氏・彼女と喧嘩した時、自分から謝れますか？

自分が悪いと思ったら謝れるけど

間違ってないと思ったらなかなか謝れない。

★親友と呼べるお友達は何人いる？

１人。

少なっ!!!!
空たむ（＠章大）だけです[:ハート:]

★バトンを回してきたあの人…正直この人の事は○○である。
可愛い妹。

すごく大切な友達でもあり、可愛い妹のような存在でもある。

今度はゆっくりお茶でもしながら語りたいね。

★今までの自分の経歴で面白い事や、自慢できる事は？

文化放送でﾊﾞｲﾄしてたことがある。（笑

ﾐｭｰｼﾞｼｬﾝにわりと友達がいる。



★これの為なら１食抜ける！！

ｺﾝｻｰﾄ前日のﾀﾞｲｴｯﾄ。

★趣味・特技(いくつでもOK！！)
趣味→音楽鑑賞、楽器演奏、漫画、手紙書くこと。

特技→ﾄﾞﾗﾑ、ﾍﾞｰｽ。

★今、行きたい場所は？

忠義の部屋。

その後はﾑﾌﾌです[:ハート:]

★もし自由に使える１０万円があったら何に使う？

ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ付きのDVDﾚｺｰﾀﾞｰを買う。
ﾘｱﾙな答えだなぁ。

★将来の夢を語ってください♪

ﾊﾟﾀﾝﾅｰになりたいです[:ハート:]

★その夢の為に、何かしている事ある？

勉強のために今の仕事をしてます[:ぴかぴか:]

★バトンを回す人の紹介を盛大にお願いします♪(印象付き)
すみません[:汗:]
今回ｽﾙｰで[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.19 Wed 感謝の気持ちをいつも胸に。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日３回目でし。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにﾊﾞﾄﾝやりますた[:ハート:]
特に誰にも回してないんですがやりたい方いましたら

ご自由にどぞ[:グッド:]

今日、３時間ぐらいしか寝てなくてもっそい眠いんだよー[:悲しい:]
で、寝ようと思ったんだけど

なぜか眠れず[:パー:]（ﾁｰﾝ
なのでとりあえずﾌﾞﾛｸﾞを書くことに[:チョキ:]
あ。[:メール:]のお返事も溜まってるんだよなぁ[:悲しい:]
ﾎﾝﾄすみません[:汗:]
(；・∀・)
あたし何事も追い詰められないと出来ないﾀｲﾌﾟなんです[:パー:][:悲しい:]
( ﾟДﾟ)ｲｯﾃﾖｽｨ。

あ。TVｽﾃｰｼｮﾝだったかな???
裏表紙がUFOの広告なんだけど
買おうと思っててｺﾝﾋﾞﾆに行ったら雑誌売り場が群れをなしてて

結局ﾁｷﾝなあたしは買えなかったってゆーね[:悲しい:]
明日、写真集の予約に行こうと思ってるので

それと一緒に買ってこよ[:ハート:]
あと今、非常にﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰが食べたいので

明日行くｻﾞﾏｽ[:GO!:]
あ。でもﾏｯｸも行きたい[:ときめき:]
ｷﾝｺﾝの西野情報〜[:拍手:]
なんか最近ﾏｯｸではﾎﾟﾃﾄとｾｯﾄなのをｺﾝﾋﾞと言って

ﾄﾞﾘﾝｸも付くとﾄﾘｵって言うんだって。

で、西野はﾄﾞﾘﾝｸ付きを頼んだんだけど

「お客様、ﾄﾘｵでよろしいですか???」



「いや、ｺﾝﾋﾞですけど[:パー:]」という延々この会話が
続いたらしいです[:パー:]
あ。なんかあたしが話すと若干滑った感じが[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
あたし滑ってます???[:パー:]
こうゆう時は西やんのせいにしてしまおうー[:GO!:]

明日はﾚﾝｼﾞｬｰ更新日ですね[:ハート:]
もうすばやんの銀行でのオチはどこに行ってしまったのん???
気になって気になって夜も爆睡ですよ[:パー:][:眠たい:]
あとはただﾁｬﾝがいつも通りだったらまひるたん、

言うことなしです[:ハート:]
人間誰しも落ち込むことってあります。

あたしなんて落ち込んで開き直っての繰り返しですよ[:パー:]
まぁ、まぁ、最近は安定してるんですけどねぇ[:チョキ:]
あたしって基本的にﾉｰﾃﾝｷなんですね[:ぴかぴか:]
あ。でも最近仕事が煮詰まってるんですけど[:パー:]
でも休みの日まで引きずりたくないから

仕事が終わったら頭を切り替えるんですけどね[:たらーっ:]
忠義は今、いろんな仕事が一気に来てて

大変だと思うけどでも基本ﾉｰﾃﾝｷだったら頑張れます[:グッド:]
忙しいことって幸せだと思います。

大変かもしれないけどそれだけたくさんの人に愛され、

必要とされてるってことだから幸せだとあたしは思います。

だから忠義も幸せかみ締めて頑張って欲しいなって思います[:ぴかぴか:]
悩んだ時、落ち込んだ時はまたﾚﾝｼﾞｬｰ に

書いてくれるとあたしは心配だけど

でも頼ってくれてるんだなって思えて嬉しいです[:ハート:]
いっぱいいっぱい心配しちゃうと思うけど

でも忠義の本音が聞けて嬉しいです[:ハート:]
だからこれからも素のままの大倉忠義で居てください。

いつもいつもありがとう。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.20 Thu ただﾁｬﾝ、あたし浮気してます。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

TSU○YAで写真集の予約したら入ってくるか
わからないと言われたでおじゃるよ[:悲しい:]
おりゃ[:パンチ:]おりゃ[:パンチ:]
使えないなぁ[:悲しい:]
そんなわけでそれはそれで頼んでおいて

別でﾈｯﾄで予約しますた[:ハート:]
まぁ、どうせ２冊欲しいと思ってたので

もしﾀﾞﾌﾞってもｲｲﾔと思って。

ムフ

ただﾁｬｰﾝ[:ハート:]

今日も暑かったでござるなぁ[:汗:]
汗だくで[:パソコン:]に向かえなかったよ[:悲しい:]
絶対あたしの部屋より外の日陰の方が涼しいと思う今日この頃。

なかなか本屋に行けなかったので３誌を買ったのが今日で[:パー:][:悲しい:]
もうお噂には聞いてましたがP誌の腹見せただﾁｬﾝがﾔﾊﾞｽ[:ハート:]
ただﾁｬﾝのお腹なんてなかなか見れないじゃない???
なんか妙に裸よりもあのはだけ具合に悩殺!!!![:ラブ:]
やっぱり腹見せの時って前もって言われるのかなぁ???
だって言われなかったらﾒﾀﾎﾞただﾁｬﾝの時だってあるわけでしょ???
やっぱ事前に言われるんだろうな[:ハート:]
でも最近引き締まってるよね???
ﾒﾀﾎﾞなただﾁｬﾝも好きだけどやっかし引き締まってた方が

ｾｸｼｰでいいよね[:揺れるハート:]
ムハ

ﾚﾝｼﾞｬｰ 、今ただﾁｬﾝとすばるだけ見ました[:ハート:]



忠義がいつもの忠義で安心しました[:ハート:]
つーかいるもん!!!![:パー:]
忠義以外にも浮気すんなよ[:パー:]って言ってくれる人ぐらい
いるもん!!!![:パー:]
ﾊﾞｶにすんなよー[:失恋:]

ﾎﾝﾄはいないけど···（笑

はい。すみません[:汗:]
強がりました[:パー:]
あたしには忠義しかいませんよ[:ハート:]
忠義が浮気すんなよーって言ってくれるのが１番嬉しいです[:ハート:]
完璧、飴と鞭です[:失恋:]
ただﾁｬﾝにいいようにあしらわれてます[:てれちゃう:]
そんな自分が嫌いではありません[:ぴかぴか:]
これからも忠義に振り回されていきたいと思います[:ハート:]

ＴＶぴあの関西版の連載のやつ、もう忠義の髪が短いんだけど

(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝなことに帽子かぶってるんだよね[:悲しい:]
帽子かぶってないやつが見たかった[:悲しい:]
まぁ、まぁ、ﾄﾞﾗﾏで見れますし、前後にもいろいろ番組で

見れるし、楽しみなんですけど[:揺れるハート:]
他にも新曲とﾄﾞﾗﾏに伴って番宣もあるかなぁと[:パー:]
でもＴＢＳ系だと番宣番組、山梨やらない場合あるんだよなぁ。

まさに(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝですよ[:パー:]
あ。あと日ﾃﾚもﾀﾞﾒ[:悲しい:]
よりによって日ﾃﾚとＴＢＳなんだよなぁ[:悲しい:]
ﾄﾞﾗﾏ自体は見れるんだけどね[:ハート:]



あ。うたばんは１０月１８日放送らしいです。

あと１０月１８日にﾃﾚﾋﾞ埼玉のHOT WAVEって番組にも
出るらしいです[:ハート:]
１０月７日鉄腕DASHにヨコとヒナﾁｬﾝとすばると丸ﾁｬﾝとやっすんが出ます[:ハート:]
あと別ﾌﾚの１１月号からやっすんの連載が始まります。

↑あたしこれ忘れてたよ[:パー:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
つーか鉄腕DASHに忠義と亮ﾁｬﾝが出ないのが非常にｶﾞｯｶﾘなんですが[:パー:]
まぁ、まぁ、そんな感じでHEY３があったりﾄﾞﾗﾏが始まったり
新曲発売になったりしてあたしの誕生日込みで

お祝いしましょう[:ハート:]
（↑込まなくていいです[:パー:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

あとｺﾒﾝﾄが恥ずかしいと言う方は

お気軽に[:メール:]ください。
ﾌﾟﾛﾌのとこに[:パソコン:]のﾒｱﾄﾞが出してあるので
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どぞ[:パー:]



2007.09.22 Sat たくさんのおめでとうを。

HAPPY BIRTHDAY
SUBARU SHIBUTANI
26th!!!!

すばる入所１１周年おめでとう!!!!

関ｼﾞｬﾆ∞
全国ﾃﾞﾋﾞｭｰ３周年おめでとう!!!!

たくさんのおめでとうがひしめき合ってますね。

すばるももう２６歳なんだなぁと思うと

いろんなことが思い出として溢れてきて

ちょっと涙目になります。

あたしはすばるの純粋な部分がすごく好きです。

この１１年、たくさん傷ついて

たくさん笑って頑張ってきた１１年だと思います。

でもそのすばるの純粋な心が良い意味で歌に影響していて

あたしはすばるの歌う歌が大好きです。

これからも傷つくこともたくさんあると思うけど

きっとｴｲﾄﾒﾝが守ってくれる。

これから先もｴｲﾄの歌姫として

頑張ってください。

応援しています。

すばるの元にたくさんの幸せが舞い降りますように。

2007.9.22　　福原まひる。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます。
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2007.09.22 Sat お願い。(ｽﾞでｽﾏﾇ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

あぁぁぁぁあ。

今日、すばるの誕生日ですばるの入所１１周年で

全国ﾃﾞﾋﾞｭｰ３周年でﾂｱｰの沖縄公演でした[:ぴかぴか:]
すごいよなぁ。

めっちゃｽﾍﾟｻﾙな日じゃん[:ハート:]
なんか普通に仕事してる自分が悲しくなる[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li

でも今日、月刊ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ見て癒されました[:ハート:]
たちゅよしの髪が短いの!!!!![:パー:][:ハート:]
しかも帽子かぶってないの!!!![:ハート:]
ﾏｼﾞでｶﾞﾝ見!!!![:びっくり:]
ﾏｼﾞでｶｯｺｲｲ[:揺れるハート:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
あ。そうそう、お願いがあるんです[:ハート:]（ｽﾞだな[:パー:]
月刊ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝの静岡版もしくは岩手・青森版を代行して

くださる方いらっしゃったら[:メール:]ください。
もし首都圏版と交換してくださる場合は

[:メール:]くだされば首都圏版をご用意いたします。
あたしってｦﾀｸだな[:パー:]

つーか今日、肩こりがひどくて頭痛いんだよね[:悲しい:]
後頭部に鈍い痛みが[:パー:]
とりあえず肩こりの方は湿布を貼ったんだけどね[:悲しい:]
頭痛はどうしよう。

ﾊﾞﾌｧﾘﾝ飲めってか???[:パー:]
あんまり薬飲みたくないんだよね[:悲しい:]
まぁ、早く寝るしかないな[:たらーっ:]
うぅ〜。頭痛い〜。



あたし、週末になればなるほど体調悪いってゆーね[:パー:]
１番元気なのが休みの前日の月曜日。

なしてですのん???[:パー:]

あ。そうそう、

忠義と長瀬くんでﾌﾚﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ出るのですよん。

今、たぶん番組HPで観覧者募集してると思うのでﾁｪｷﾗ[:チョキ:]
放送日はまだ未定らしいです[:悲しい:]
うーわ。めたんこ楽しみなんですけど[:パー:][:ハート:]
なかなかﾊﾞﾗｴﾃｨｰにﾒｲﾝで出ることってないから

嬉しいよね[:揺れるハート:]
なんか長瀬くんってゆーとあたしはｴｲﾄｺﾝに

忠義に渡すｽﾈｱを持って出てきたのが印象的[:ぴかぴか:]
忠義嬉しそうだったし[:揺れるハート:]

わー。とりま寝ますわ[:パー:]
また起きてたら書きます[:ぴかぴか:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

ｺﾒﾝﾄが苦手な方はﾌﾟﾛﾌのとこに[:パソコン:]の
ﾒｱﾄﾞが載せてあるので

[:メール:]ください[:ハート:]
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あまりﾏﾒではないですがお返事必ずします[:パー:]



2007.09.23 Sun あなたがどんなに変わっても好きでいられる自信。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

久々、日曜日に更新しますね[:ハート:]
いつも日曜日はｸﾀｸﾀで帰ってくるのでなかなか更新出来ないんですね。

今日はたまたま朝早く起きたので

ﾌﾞﾛｸﾞ更新[:チョキ:]

あ。月刊ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ代行してくださる方見つかりました[:ハート:]
まだお返事の[:メール:]出してないんですけど
今日帰ってきたらお返事しようと思います。

ご協力ありがとうございました[:ぴかぴか:]

なんか今日、もっそい眠りが浅くて

ほとんど意識あったんですよ[:パー:]
だから大丈夫かなぁ???ってちょっと心配になってるんですけど[:パー:]
やっぱり土曜日の夜は眠れないなぁ[:悲しい:]
帰ってくるのが遅いのでそれからご飯食べるので

どうしても薬の効きが悪くて

眠れなかったり夜中３時過ぎまで眠れなかったり[:悲しい:]
これが結構しんどいんですよねぇ[:悲しい:]

なんか着々とﾄﾞﾗﾏが始まるの近づいてますね[:ハート:]
しかも今ｼｰｽﾞﾝ見たいﾄﾞﾗﾏが目白押しで

たぶん毎日[:テレビジョン:]見てるかと[:パー:](笑
あたし、いろいろ録画頼まないとならないので

DVDの用意をしなくちゃね[:ぴかぴか:]
楽しみ[:揺れるハート:]楽しみ[:揺れるハート:]

なんか神宮寺くんのﾘｰｾﾞﾝﾄ(ｵｰﾙﾊﾞｯｸ）も見慣れてきたし[:てれちゃう:]



あぁ。ただﾁｬﾝがｷﾞﾘｷﾞﾘ昭和の男でよかったよ[:ハート:]
ﾎﾝﾄ平成生まれだったらあたしSHOCK MEですよ[:悲しい:]
ΣΣ(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!
年の差２ｺで済みましたもん[:ぴかぴか:]
平成生まれだったら年下すぎて好きになってたかどうかも微妙です[:悲しい:]
別に恋愛に年齢なんて関係ないと思ってるけど。

忠義が年上な分ならいくらでも年上でOKなんですけどね[:パー:]

まだ月刊ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ少ししか読んでないんですけど

忠義に寄せたｴｲﾄﾒﾝのｺﾒﾝﾄがほぼ忠義の食欲に関するもの。

忠義さん、どんだけ大食いなんですか???[:パー:]
でもどんどん食べてくれるって見てて気持ちいいよね。

大倉忠義、ﾒﾀﾎﾞ復活か???[:パー:]
別にあたしはﾒﾀﾎﾞな忠義も大好きですよ[:ハート:]
そりゃ引き締まってた方がｶｯｺｲｲけど

でもﾌﾟﾆﾝﾌﾟﾆﾝのお腹の上に頭乗せて眠りたいです[:パー:][:ハート:](笑
だからﾒﾀﾎﾞ復活してもいいですよ[:揺れるハート:]
（↑なぜに上から目線[:パー:]
あ。でもﾄﾞﾗﾏの間は引き締まったただﾁｬﾝで居てください[:ハート:]

もうすぐﾂｱｰも終わりますね。

とりあえず全国制覇は終えたことですし[:パー:]
なんか途中過密ｽｹｼﾞｭｰﾙで大変だったと思うんですけど

それも来週で終わりですね。

たくさんｴｲﾄに会えた方も少ししかｴｲﾄに会えなかった方も

今回は都合で行けなかった方もお疲れ様でした[:てれちゃう:]
とりあえずあたしは今まで忠義にこんなに会えなかった年は

初めてでつらい日もたくさんあったけど

でもたくさんの思い出が出来たﾂｱｰでもあったから

あたしにとって幸せな夏でした[:ぴかぴか:]
ありがとうｴｲﾄﾒﾝ。

そしてｽﾀｯﾌさん。

そして支えてくれたeighterのみんな。
ありがとう。



4周年目を迎えた今日、これからももっともっと上を目指して
頑張ってもらいたいし、

ｴｲﾄの魅力でもあるｼﾞｬﾆｰｽﾞっぽくないって言葉

大切にして欲しいなって思う。

いつまでもｵﾓﾛｶｯｺｲｲ、関ｼﾞｬﾆ∞で居て欲しいなって思います[:ぴかぴか:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽にｺﾒﾝﾄ

くださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます。

ｺﾒﾝﾄが苦手だという方はお気軽に[:メール:]ください。
ﾌﾟﾛﾌのとこに[:パソコン:]のﾒｱﾄﾞが載せてあるので
それ見て[:メール:]くださいねーん[:ハート:]
あまりｺﾏﾒにお返事出来ませんが必ずお返事します。
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2007.09.24 Mon 大倉忠義を好きでいる理由。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

あたし、元々肩こりが激しいんだけど

ここ２日特にひどい[:悲しい:]
今日も湿布のお世話になってます[:たらーっ:]
８時間も立ちっぱだから足なんてﾊﾟﾝﾊﾟﾝだし[:悲しい:]
なんかあたしは悟ったね[:パー:]
最近、仕事楽しくないのは仕事やりづらい人と

ｼﾌﾄ入ってるからだ!!!!![:パー:]
今日、その人休みだったんだけど快適〜[:てれちゃう:]
週５日のうち３日も一緒なんだもん[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li
あたしはOさんと仕事するのがやりやすくて好きです[:ハート:]
あ。Oさん、ｲﾆｼｬﾙ「T.O」だ!!!![:ハート:]
そんなとこで萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]しちゃう
あたしは単純だなぁ[:てれちゃう:]

そういや、ﾚｺﾒﾝですばるの誕生日に[:電話:]してたえこさんと
一緒に出たのはもう１年前の話???

うそーぉーん!!!!![:パー:]

あたし、すっごいﾘｱﾙに覚えてるよ[:パー:]
あと亮ﾁｬﾝの時、[:携帯:]に出なくて
後々聞いたら東京から大阪まで[:車:]移動してた話とか[:パー:]
なのに肝心な忠義の[:電話:]がどうだったか覚えてません[:パー:]
あたしﾀﾞﾒﾀﾞﾒ人間じゃーん[:パー:][:悲しい:]
ただﾁｬﾝ、ｺﾞﾒﾝね[:汗:]
あたし肝心なとこすっぽ抜けること多々あります[:悲しい:]
ﾏｼﾞｻﾏの亮ﾁｬﾝの彼女役がざこば師匠の娘さんだった話とか[:パー:][:悲しい:]



((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
それはﾔﾊﾞｽでしょ???
空（＠章大）に言ったら笑われたし[:パー:]
あたし、どうせどーでもいいことばっか覚えてるんだよ[:パー:]
人間失格

あ!!!![:メール:]止めちゃっててｺﾞﾒﾝなさい。
最近たくさん[:メール:]をいただくのでなかなかこまめに
お返事出来なくてすみません[:汗:]
きっちり読んでます[:ぴかぴか:]
なかなか[:携帯:]からの方には
夜遅く[:メール:]すると申し訳ないので
休みの日にお返事するようにしてるんですけど[:汗:]
そんなわけでまひるたその言い訳でした[:悲しい:]

そうそう、民ﾁｬﾝ、[:病院:]から帰ってきたんですね。
もう１週間ぐらい前のことになるんですけど[:パー:]
で、今日ﾏﾏﾝが出かけててあたしは自分のご飯だけ

買ってくるようにって言われたから

仕事帰りにｺﾝﾋﾞﾆに寄ったんですね。

それで[:家:]に帰ってきて
民ﾁｬﾝに「ご飯食べた???」って聞いたら
食べてないってゆーんですよ[:パー:]
でも明らかに食べた形跡があるんで

ﾏﾏﾝに[:携帯:]したんですよ。
そしたら「あげたよ。」って!!!!![:パー:]

たーみーぞーうー!!!!

あたしは本気で焦ったっつーの!!!![:パー:]
まひるが帰ってきたのが２２時過ぎで

まだご飯食べてないって???[:パー:]
って心配したのに単なる痴呆です[:パー:]



なんかね、年寄りﾈﾀばっかりで申し訳ないんですが

父方のじいちゃんが痴呆でしかももう身動きも出来ない状態で

[:病院:]に入ってるのね。
それで最近右目の上の皮膚にｶﾞﾝが出来てることが判明して

ﾊﾟﾊﾟﾝが[:病院:]に説明を聞きに行ったのね。
そしたら右目の回り半径５ｾﾝﾁを切除しないとﾀﾞﾒなんだって[:悲しい:]
でもﾊﾟﾊﾟﾝは顔の半分近くがなくなって

そこまでして長生きさせなくてもいいって言ったそうです。

まだ本人が美味しいもの食べたり、

会話も出来たりするんなら手術してもらうとこだけど

何もわからない生きる屍と可してるのに

顔半分もなくなったら可哀相だねって家族でも話し合いました。

なんかじいちゃんはすごい苦労してきたじいちゃんで

そんなじいちゃんがなんでこんな運命にあうのか

すごく切ないです[:悲しい:]

話が暗くなりましたね[:悲しい:]
話変えますね[:ぴかぴか:]
なんか今日の朝書いたｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾄﾙが

「あなたが変わっても愛せる自信」みたいな感じのやつ

だったじゃないですか???
（↑もう忘れてるのか???[:パー:]
でも悪い方にもし変わってしまったとしたら

愛せるかどうかはわかりません。

でもきっと忠義なら大丈夫だって思うんですよ。

(↑この自信はどこから来るの???[:パー:]
時には羽目を外してしまうことがある

忠義だけどあたしはそのたびにﾀﾞﾒ出しするし、

きっと忠義ならちゃんとわかってくれるって思うんです。

これだけ長いﾂｱｰはもうないかもしれない。

だから学んだこともたくさんあると思うんです。

その他にも[:テレビジョン:]見ててﾀﾞﾒ出しすることも
あるかもしれない。

でも忠義ならきっと気づいてくれるって思うんです。



自分の反省点に。

だから変わっても愛せる自信なんです[:ハート:]
あたしの惚れた男だもん[:ハート:]（笑
悪い方向に変わらないって自信があるんです[:ぴかぴか:]
あたし、今、とってもﾋﾅﾃｨﾌﾞｼﾝｷﾝｸﾞよね???[:パー:](笑
みんな学習して大きく成長するんだもん[:ぴかぴか:]
だから忠義も時々eighterの話に耳を傾けてください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

ｺﾒﾝﾄが恥ずかしいという方は

ﾌﾟﾛﾌに[:パソコン:]のﾒｱﾄﾞが載せてあるので
お気軽に[:メール:]ください。
あまりこまめにお返事は出来ませんが

必ずお返事します[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.24 Mon １番大切な人、大倉忠義。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

やっぱり休日前の月曜日は調子がいいね[:ぴかぴか:]
今日は肩こりの方も調子いいよ[:グッド:]
でもそろそろ女の子の日になるんだよなぁ[:悲しい:]
前は結構精神的に不安定になったりしたんだけど

最近はお腹痛かったり腰痛かったりぐらいかな。

まぁ、それも侮れないんですけどね[:パー:]

大倉担になって３年。

副担時代を含めたら６年忠義のこと見てきてるわけですが

やっぱりｴｲﾄになってからはかなり大きく成長したよね。

今までは大勢の中の１人ってゆー感じだったけど

ｴｲﾄに入って大倉忠義一個人としての自覚が出てきたし、

最初はMCにもなかなか入ってこなかったりもしたけど
最近はちょこちょこと参加したりして

多くは語らない忠義だけどあたしは

そのちょこっと出た一言が好き[:ハート:]
ってゆーか面白い[:てれちゃう:]
あんまり前に前に出ない感じが忠義っぽいって思うし。

顔も大人になって色気のある顔になったし。

なんか昨日、ｼﾞｭﾆｱｶﾚﾝﾀﾞｰの古いやつ見てたら忠義が中２の時のやつで

めちゃ可愛いの[:ハート:]
あたしはその時はずんのすけさんに夢中でしたけど[:パー:]
でもね、ずんのすけさんには悪いけど

当時のずんのすけさんと当時の忠義を比べたら

断然忠義の方が可愛いわけよ[:パー:]
でもあたしはずんのすけさんに夢中でした[:ハート:]
今だったらどうだろ???
今だったらあたし、ずんのすけさんの顔もｷｬﾗも相変わらず

好きだし、忠義も好きだけど

でもやっかし大倉忠義なんだよなぁ[:ラブラブ:]



あたし、これってﾊﾏると全然周り見えなくなるし[:てれちゃう:]
しかもあたし熱しやすく冷めやすいの。

だから忠義を６年も好きでいることが不思議。

それほど大倉忠義って人に魅力があるんだろうね[:ぴかぴか:]
なんか気持ちに衰えがないもん[:てれちゃう:]
ﾎﾝﾄ、あたしは１０年先も大倉忠義を好きでいられる自信があるもん[:ハート:]
うわー。３２歳の大倉忠義かぁ。

全然想像つかないや。

そんなあたしは３４歳になってるんですけど[:パー:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
もっと想像つかないや。

つーかあたしはやっかし１０年後もｦﾀなわけ???[:パー:](笑
なんか今思ったね。

確実にｦﾀでしょ???[:パー:]
そのぐらいの年齢になってたら

ﾒﾝﾊﾞｰの中で結婚してる人が居てもおかしくないし、

もちろんあたしも結婚してるかもしれないし。

１０年って怖えぇー[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 

そうそう、ﾒﾛﾒﾛのたっくん。が新しくなりました[:ぴかぴか:]
なんか前のPUNXのﾐﾂﾊﾞﾁみたいなやつ結構気に入ってたんだけど
新しい出会いもいいかなと思って

新しいたっくん。を飼うことにしました。

なんか今回選択肢が３つあったんだけど

どれも似たり寄ったりで結局何かまったくわからないﾍﾟｯﾄを

飼うことになりますた[:ハート:]
なんかちょっと楽しみです[:揺れるハート:]

そろそろﾃﾝﾌﾟﾚを新しいやつを作ろうかなぁって思ってるんですけど

うーん。どうしよう。

空たむ（＠章大）の[:パソコン:]復活が１０月になってから
らしいのでそれからにしようか待たずに新しいやつ作ろうか

迷う。(笑
何迷ってんだ???[:パー:]って話でしょ???



このﾃﾝﾌﾟﾚ気に入ってるから空たむに見せたいんだよね。

どんだけ空たむ溺愛なんでしょ???
あてくし[:パー:]
あとﾊﾛｳｨﾝっぽくしたいんだけど

それもなかなか素材が見つからないし[:悲しい:]
むずい!!!![:パー:]

とりあえずほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

今週中には出来たらやりたいです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいています[:ハート:]

ｺﾒﾝﾄが苦手な方はお気軽に[:メール:]ください。
ﾌﾟﾛﾌのとこに[:パソコン:]のﾒｱﾄﾞが載せてあるので
それ見て[:メール:]ください。
なかなかこまめにお返事が出来ないかもしれませんが

必ずお返事します。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.25 Tue 謎のｷﾑ好き。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

小島よしおがﾂﾎﾞのまひるです[:ハート:]
もう音楽なるだけで笑っちゃうんだよね。(重症
あたし的には次長課長よりも好き[:ハート:]
まぁ、すぐ消えていなくなるんでしょうけど。(笑
でもそんなの関係ねぇ!!!![:パー:]

あたし、今日あんまり体調良くなくて

１日寝てたのね[:悲しい:]
ﾌﾞﾛｸﾞも更新するつもりなくて[:パー:]
でも全く１日何もしないのもかなり退屈で[:悲しい:]
それで物まね見てて小島よしお連打を見たら

ちょっとﾃﾝｿﾝ上がってきて[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
よっしゃーと思ってﾌﾞﾛｸﾞ更新することにしました[:ぴかぴか:]
どんだけ???[:パー:]

そ、そ、今日ｱﾏｿﾞﾝで本を注文したのに肝心な

「ほんまに関ｼﾞｬﾆ∞！」を注文するの忘れました[:悲しい:]
かなりあたし的に衝撃です。

ΣΣ(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!
明日、本屋で探してみます[:ハート:]

たーつーよーしー!!!![:パー:]

まだｦﾀ誌も買ってないしね[:パー:]

あ。今日、十五夜さんですね[:満月:]



毎年十五夜さんって天気悪くて月がちゃんと見えないんですが

今年はまん丸のお月さんがよく見えましたね[:ハート:]
なんか月ってﾎﾝﾄ神秘的ですよね。

あたしはお月さんが大好きです[:ハート:]
月を見ながらﾏﾏﾝとお団子食べました。(笑
（↑結局色気より食い気[:パー:]

そうそう、ﾃﾝﾌﾟﾚ、結局新しくしました[:ぴかぴか:]
気が早いけど４７TOURお疲れ様ｺﾒﾝﾄまで入れました。
ﾎﾝﾄはこれ作って来週ｱｯﾌﾟしようと思ってたんですけど

なんか作ったらすぐｱｯﾌﾟしたくなって

結局これです[:ぴかぴか:]
なんかちょっとだけ秋っぽい感じでしょ???[:パー:]
もう気分は１０月です[:ハート:]
１０月、１１月って大好きです[:ハート:]
秋は洋服も可愛いし、食べ物も美味しいし[:揺れるハート:]
ちょっと肌寒い感じが好きなんですよね[:ハート:]
ﾊﾟｰｶｰとか大好きだから新しいﾊﾟｰｶｰとか欲しいし[:ぴかぴか:]

あたし、最近わりと韓国人の音楽聴くんですけど

日本でﾃﾞﾋﾞｭｰしてる方もたくさんいるじゃないですか???
で、日本で出してる曲も韓国で出してる曲も

聴くんですけどあたしは韓国語で歌ってる方が好きです[:ハート:]
もうすぐｼｭｼﾞｭのｱﾙﾊﾞﾑが発売になるので楽しみです[:ハート:]
２集なんですけどﾎﾝﾄはもっと前に発売になるものだったんです。

それが急遽延期未定になって[:悲しい:]
それで新星堂だったかな???
確か先着でﾎﾟｽﾀｰがつくんですよ[:ぴかぴか:]
なので即効予約しちゃいました[:揺れるハート:]
最近ﾋﾁｮﾙ見てないなぁ。

全然ﾈｯﾄでも検索してないし[:悲しい:]
あたし、基本「ｷﾑ好き」なんですよ。（笑

ｼｭｼﾞｭの「ｷﾑﾋﾁｮﾙ」。

東方神起の「ｷﾑｼﾞｪｼﾞｭﾝ」。

SS501の「ｷﾑﾋｮﾝｼﾞｭﾝ」。



あたし、よく知らないんですけど

そんなに韓国人にｷﾑって苗字多いんでしょうか???
不思議です[:たらーっ:]
謎のｷﾑ好きです。（笑

あ。今、ｷﾑ好きで思い出したんですけど

今日、ﾏﾏﾝとご飯食べながら[:テレビジョン:]見てたんですよ。
そしたらﾄﾞｺﾓのCMになって。
ｷﾑ兄と妻夫木くんが出てるやつで。

そしたらﾏﾏﾝがCM見て「これｷﾑｷﾑ兄やん???」って聞くんですよ。（爆笑
(↑しかもちょっと早口め。(笑
そうだけどー。

そうだけどー。

ﾏﾏﾝまでｷﾑｷﾑ兄やんって呼ぶんかい???[:パー:]
ｵﾗｵﾗ[:パー:][:パー:][:パー:]ってちょっと思いました。（笑
そんなひろこ５２歳[:パー:]
ｵｰﾏｲｶﾞｯ!!!![:GO!:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ちょっとｱｲｺﾝを変えたのでもしかしたら表示が遅いかもしれませんが

ﾖﾛｼｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.27 Thu 最近びっくりしたこと。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

最近びっくりしたこと。

専門学校の時ﾊﾞｲﾄしてたお店のﾊﾞｲﾄ仲間同士が

結婚すること[:びっくり:]
全然知らなくて昨日、別の仲間から

結婚したって聞いたんだけどﾏﾁﾞ???
って聞かれてうそぉーんと思って

本人にﾒｰﾙして聞いたの。

そしたら「うん。１２月に籍入れる。」

って言われてまたうそぉーんってなった[:汗:]
だってこの２人が付き合ってるなんて誰も知らなかったんだよ。

しかも付き合い始めたのは

ﾊﾞｲﾄやめてからだからここ１、２年の間の話なわけで。

いつからそんな展開に!!!!![:びっくり:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
だってﾊﾞｲﾄしてた時も特別仲が良かったわけでもなくて

ﾎﾝﾄ別に普通だったの。

でもあたしがEﾁｬﾝとご飯食べに行った時に
「彼氏は???」って聞いたら「ﾎﾞﾁﾎﾞﾁね。」って
言ってた!!!!ﾎﾞﾁﾎﾞﾁって!!!![:パー:]
恐るべし。

ここのﾊﾞｲﾄ仲間は仲が良くてね。

辞めても一緒に遊んだり、飲みに行ったりしてるんだ。

だからあたしが働いてる２年ぐらいの間に居た人で

結婚するの２組目なんだよね。

すごくない???
あ。あたし、今、声ﾃﾞｶｲですか???[:パー:]（笑
ﾏｼﾞ、ﾃﾝｿﾝも上がるって!!!![:上向き:][:上向き:][:上向き:]



あ。あたし、実は今うつ気味なんです[:悲しい:]
女の子の日が近いからそうなってるんだけど

今日とかもずっとﾍﾞｯﾄの中でｳﾀﾞｳﾀﾞしてて[:悲しい:]
今やっとﾍﾞｯﾄから出てﾌﾞﾛｸﾞ書いてるんですが

それも結構しんどくて[:悲しい:]
なのでちょっとお休みします。

ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。

復活はいつになるかわからないけど

いきなり明日復活かもしれないし、

来週になるかもしれないし。

なるべく早く戻れるように頑張ります[:ハート:]
なので待ってていただけると嬉しいです[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.09.30 Sun 忠義と脳内ｲﾁｬｲﾁｬ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、女の子の日になりまして

精神的にも安定してきたのでﾌﾞﾛｸﾞ復活します[:ハート:]
ご心配おかけしましてすみません[:汗:]

つーかここ２日寒いですねぇ[:ムニョムニョ:]
一昨日なんてTｼｬﾂで寝てたら凍死するかと思った[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
なんかしかもここ２日ぐらい喉痛いし[:悲しい:]
あたしは風邪をひくのか???[:パー:]
すっかりあたしも温室育ちになりまして

体が弱っております[:悲しい:]
所謂軟弱っこでございます[:悲しい:]
うがいしてのど飴なめて頑張ろう[:グー:]

つーかﾃﾚｶﾞｲで初めて有閑倶楽部の制服写真を見ますた[:ラブ:]
やべぇ。

横山さん、ｶｯｺｲｲ!!!!!![:ハート:]
清四郎役が駄々ﾊﾏﾘなんですけど[:パー:]
まだまだ横山さん制服姿ｲｹますね[:グッド:]
やっぱり!!!!![:パー:]って思ったのは田口さんのｸﾞﾗﾝﾏﾆｴだけど[:悲しい:]
ﾄﾞﾗﾏが終わるまで金髪かと思うと(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝなんですけど[:悲しい:]
il||li_|‾|○il||l 
ﾂﾞﾗでも良かったんじゃない???た、田口さん[:パー:]
なんか宝塚みてぇぇ[:悲しい:]
わー。ｼｮｯｸ。ΣΣ(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!
あたしの癒しがー!!!!![:パー:]
最近金髪にうなされるんだよなぁ。

super juniorのあたしの好きなｲﾄｩｸｵｯﾊﾟも金髪にして
ｻｲﾄﾞが刈りあがっちゃってるから[:パー:]



まぁまぁ、金髪の似合うﾋﾁｮﾙが赤い髪をしてるんですけど

それは全然ｼｮｯｸじゃないの。

もうﾋﾁｮﾙの髪型は何見ても驚かないけど

あたしのｲﾄｩｸｵｯﾊﾟを返してー!!!![:パー:][:悲しい:]

ｲﾄｩｸ、ｶﾑﾊﾞｰｯｸ!!!![:悲しい:]

ｴｰﾝ｡ｴｰﾝ[:悲しい:]
まぁ、そんなわけでこれで忠義まで金髪になってたら

ｵｲﾗうなされちゃうよ[:悲しい:]
あ。でも章大とか亮ﾁｬﾝの金ﾊﾟは全然OKだから
案外忠義もｲｹるかも[:グッド:]
でもあたしは黒髪推奨ですけど何か???[:パー:]

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

肝心なこと忘れてたよ[:パー:]
今日で無事にﾂｱｰが終わったようで

冬ｺﾝの予定も噂通り決まってるようで[:てれちゃう:]
４ヶ月の間、ﾂｱｰお疲れ様でした[:ぴかぴか:]
ヨコや忠義は引き続きﾄﾞﾗﾏのお仕事があるけど

他ﾒﾝは少しゆっくりできるのかな???
あ。でも亮ﾁｬﾝは台北ｺﾝがあるんだよね。

あたしの誕生日に[:パー:]
あぁぁぁぁぁぁぁあ。

たぶんｴｲﾄｺﾝだったら絶対行ってるな[:パー:]
誕生日に自担とｲﾁｬｲﾁｬしたいじゃないですか???[:揺れるハート:]
まぁ、まぁ、あたしの中では常に脳内ｲﾁｬｲﾁｬなんですけど[:パー:]
なんかそういや忠義のｹｰ番をｹﾞﾄった夢を見た[:ラブ:](笑

なして夢ですのーん!!!![:悲しい:]



って目が覚めて思った。

ただﾁｬﾝと[:携帯:]させてくれてもよかばい[:パー:]
ただﾁｬﾝともしもし出来たら死んでもいい!!!!![:てれちゃう:]
(↑死にたくないけど[:パー:]
ただﾁｬﾝ、自分のﾗｼﾞｵ番組持ちましょう[:パー:]
持ちたいって言ってたことだし[:パー:]
でも絶対ｴｲﾄﾒﾝがｹﾞｽﾄとかになると誰の番組かわからなく

なるんじゃない???
忠義どっちかと言えば話すの得意じゃないし[:パー:][:悲しい:]
でもNEWSﾒﾝが番組持ってることだし、
ただﾁｬﾝ、FM-FUJIに番組持ちましょう[:グッド:]
で、翔ﾁｬﾏみたく山梨の本社にご来場[:拍手:]
ｳﾊ[:ラブラブ:]
あたしどこかのｵﾊﾞｶｯﾁｮ高校生みたく

ｶﾞﾗｽ、ﾊﾞﾝﾊﾞﾝ叩いて「たっちょん!!!![:パー:]たっちょん!!!![:パー:]」って
次の人の順番来てるのにｱﾋﾟｱﾋﾟしてて

ｽﾀｯﾌさんに連れ出されるはめになりそうですけど[:パー:](爆笑
まぁ、それは冗談ですけど[:パー:]
どんだけ???[:上向き:][:上向き:][:上向き:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.01 Mon 大倉忠義さん、ﾎﾝﾄにﾄﾞﾗﾏ出ちゃうんですか???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんか久々でﾌﾞﾛｸﾞの書き方忘れた[:悲しい:]
いや、昨日書いてますけど[:パー:]
なんだろ???
普段何書いてたとか???（笑
なんか勢いにのってる時とちょっとお休みした時の

書き方って違うよね。

あ。１０月３日のTBS系のﾊﾌﾟﾆﾝｸﾞ大賞だっけ???
あれ歌姫のVTR出るらしいんでもしかしたら一足先に
神宮寺くんが拝めるかも[:ぴかぴか:]

きゅーん[:ラブ:]
（↑まひるの胸の高鳴り[:パー:]

まぁ、まぁ、そんなわけであたしはまだ忠義が連ﾄﾞﾗに出ると

いう実感が全くありません[:パー:][:悲しい:]
なんか雑誌見たりCM見たりはしてるんだけど
なんかﾎﾝﾄに忠義なのかな???とか思ったりして。(笑
長州小力じゃないけど小倉忠義とかじゃないのかなぁ???
とかわけのわからない妄想を抱いております[:悲しい:]
あ。なんかAV男優みたいだからやめよ。
ﾏｼﾞでいそうー[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 

あぁ。でも歌姫のｻｲﾄの掲示板にはﾄﾞﾗﾏが始まる前には

ｺﾒﾝﾄ残そうかなとは思ってます[:ハート:]
なんか結構前からｻｲﾄは見てるんだけど



ｺﾒﾝﾄ残す勇気がないの[:悲しい:]
つーか恥ずかしい。

知ってる人に見られたら恥ずかしい[:たらーっ:]
たぶん「まひる」って名前でｺﾒﾝﾄ残すと思うんで

知ってる方見つけたらｱﾎだなぁって思ってやって[:パー:]
あ。あと有閑倶楽部ってｻｲﾄあるのかな???
まだ検索してないからわからないんだけど

後で検索してこっちもﾁｪｯｸしなくちゃね[:チョキ:]
今月から番組ﾁｪｯｸがたくさん始まるわけだけど

普通に見たいﾄﾞﾗﾏとかもあって。

１番楽しみにしてるのが

ﾃﾚ東で深夜枠で始まるﾄﾞﾗﾏなんだけど

「死化粧師」って三原ﾐﾂｶｽﾞさんの漫画が原作になってるやつ。

あたし三原ﾐﾂｶｽﾞさんの漫画大好きだから

すっごい楽しみで[:揺れるハート:]
でもあれって漫画だから綺麗に残せるけど

ﾄﾞﾗﾏだとあんまり具体的には描けない気がして。

まぁ、まぁ、ﾄﾞﾗﾏ関係はそんな感じです[:ぴかぴか:]

なんか女の子の日と季節の変わり目で肌が荒れ荒れで[:悲しい:]
あたしの必殺技のｶﾈﾎﾞｳのﾄﾜﾆｰって化粧品使ってるんだけど

そこのﾍﾞﾋﾞｰﾘﾋﾟｯﾄﾞっていうｸﾘｰﾑがもっそいいいです[:ハート:]
赤ちゃんのようなﾌﾟﾙﾌﾟﾙお肌になれます[:ハート:]
で、実は今そのｸﾘｰﾑ切らしてて[:悲しい:]
だから余計に肌が荒れ荒れなのです[:悲しい:]
肌荒れと言えば忠義ですよ[:パー:]
連ﾄﾞﾗに入ってﾄﾞｳﾗﾝ塗ってまた肌荒れおこしてないかなぁ[:悲しい:]
なんか肌荒れ知らずだったあたしがﾎﾝﾄﾔｯﾊﾞｲぐらい

今肌荒れひどくて[:悲しい:]
忠義の気持ちが初めて分かった気がする。

もうﾎﾝﾄ過去最悪な状況です[:悲しい:]
忠義にもﾍﾞﾋﾞｰﾘﾋﾟｯﾄﾞをお勧めしたいんだけど

ｶﾈﾎﾞｳって強いってよく聞くよね???
あたしは資生堂よりはｶﾈﾎﾞｳの方が肌にあうんだけど。

なのであまり基礎化粧品って人に勧められないんだけどね[:たらーっ:]



そんなわけでほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませてもらってます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.03 Wed お腹空いたぁ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日はむちゃ∞ﾌﾞﾘがやらないとわかり、
２２時頃には寝てしまったよ[:眠たい:]
昨日昼間は友達とﾗﾝﾁしたのね。

例の１２月に結婚するEﾁｬﾝと
お好み焼きを食べに行って[:ハート:]
で、いつから付き合ってるのかとか聞いたわけ。

そしたらやっぱり２年ぐらい前からになるみたいで。

告白はSさんの方からで。
つーかなんで言ってくれなかったのぉ???って聞いたら
なんかﾃﾚ臭かったそうです。(笑
そう!!!!Eﾁｬﾝってそうゆうとこあるんだよねぇ。
あんまり自分からいろいろ語るﾀｲﾌﾟじゃないんだよね。

だからこっちから根掘り葉掘り聞かないと言わないんだよね。

あたし、Sさんのﾒｱﾄﾞ、ﾊﾟｿのやつしか知らなかったし[:悲しい:]
でもあたし[:パソコン:]壊れたからﾒｱﾄﾞ消えちゃって
結局Sさんと連絡取れなくなったんだよね[:悲しい:]
それがちょうど２年前になるのかな???
まぁ、まぁ、そんなわけでSさんの話で終始盛り上がった
ﾗﾝﾁでした[:ぴかぴか:]
久々でﾃﾝｿﾝ上がったよ[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
なんか盛り上がって２人で結局３玉とあんこ巻き２つずつ

食べたもん。(笑
↑食べすぎ[:パー:]
１６時頃帰ってきてｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞしてて

ご飯食べて寝る体制[:パー:]
[:パソコン:]はﾒﾙﾁｪして空（＠章大）のﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒしただけ。
結局２０分ぐらい触って終わり。

なんか昨日は[:パソコン:]って気分じゃなかったのよ[:パー:]
そんな日もあります[:悲しい:]



あ。なんか巷は冬ｺﾝの噂が立ってますけど

まだﾎﾝﾄに噂の段階らしいですね。

あたしもてっきり沖縄で発表になったものだと思ってたら

そんな発表なかったそうで[:パー:]
誤解を招く書き方して申し訳ありませんでした[:悲しい:]
なんかあたし的にはｴｲﾄの次のｽﾃｯﾌﾟのための休養も必要だし、

eighterの財布の建て直しのために年内はなくても
いいかなって思います。

DVDも発売になることだし、
そうそうｴｲﾄばっかりにお金つぎ込むのはﾂﾗｲかなと。

NEWSもｼﾝｸﾞﾙとｱﾙﾊﾞﾑ発売になるし[:ぴかぴか:]
予約しなくっちゃ[:ラブ:]
あとﾌﾟﾚｿﾞﾝのDVDも欲しいし。
でもﾌﾟﾚｿﾞﾝって全部入ってるんじゃないんだよね[:悲しい:]
一幕とニ幕のﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄなんだってね。

博貴、どのぐらい映ってるだろ???
結局南極買うんですけど[:パー:]
うわー。１１月財布がﾔﾊﾞｽ[:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
何気ｾﾚﾌﾞになりたい[:ぴかぴか:]
所詮ｦﾀｸはｾﾚﾌﾞにはなれないんだわ[:悲しい:]
ｴｰﾝ｡ｴｰﾝ[:悲しい:]
Σ(´Д｀lll)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]



2007.10.04 Thu 萌え顔得意の大倉忠義さん。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

やたらと眠いあてくしです[:パー:]
で、気分転換に「ｲｯﾂ　ﾏｲ　ｿｳﾙ」のPV見ました[:ハート:]
なぜに短パン???[:パー:]
しかも忠義のがに股が妙に気になります。(笑
誰このがに股ー???[:パー:]って見たら
忠義で軽くｼｮｯｸを受けてみました[:悲しい:]
ΣΣ(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!
なんかあたしにはHGにしか見えない。(笑
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
でも忠義のﾊｯﾄが妙に可愛く[:ハート:]
最初の歌いだしが忠義じゃないですか???
で、忠義がｱｯﾌﾟになるんだけど

もっそい萌え顔なの[:揺れるハート:](爆笑
どこぞで練習してるんでつか???[:パー:]
たらよしさん[:パー:][:ハート:]
そこの萌え顔だけでお腹いっぱいです[:ハート:]
あたしここ数日ｦﾀ卒しそうな勢いで

なんか何もかもがやる気おきなくて

忠義見ても萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]しないし、
昨日のﾊﾌﾟﾆﾝｸﾞ大賞も空振りに終わったし、

なんかもういいやって思ってて。

でも忠義の萌え顔見たらきゅーん[:ラブ:]ってしちゃって
あたしはやっぱり大倉忠義が好きなのね[:ハート:]って思った。
たとえがに股でも[:パー:]（笑
あたしだけかなぁ???
忠義のがに股が気になるのって[:パー:]（笑
なんかみんなｼｭｯっとしてるのに忠義だけがに股なんだよなぁ[:たらーっ:]（爆笑
PV見た人は感想くださーい[:ハート:]

昨日は２３時に寝て今日起きたのが１３時だったんだけど



それでも眠くてずっとﾍﾞｯﾄﾞの中でｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞしてた[:悲しい:]
最近のあたし終わってるな[:パー:][:悲しい:]
まぁ、女の子の日ってこともあるんだけどね。

眠いのもそうだし、やる気がないのもそうだし。

来週はｼｬｷっとお届け出来るといいなと思ってます。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.05 Fri ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ狂。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、異常にﾓﾝﾌﾞﾗﾝが食べたくなり

ｹｰｷやに寄ろうかと思ったんだけど

絶対ｹｰｷのﾊﾞｶ買いしそうだから

諦めて今日の夕飯を求めてｺﾝﾋﾞﾆへ。

そしたらあったわよ[:パー:]
ﾓﾝﾌﾞﾗﾝが!!!!
まぁ、ｹｰｷやより質は落ちるけど

とりあえずﾓﾝﾌﾞﾗﾝに違いはないと思って

即かごへ[:ハート:]
帰ってきてご飯食べて

ﾓﾝﾌﾞﾗﾝも食しました[:ハート:]
もう♬ﾟ+｡:.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ.:｡+ﾟ ｼｱﾜｾ[:揺れるハート:]
ちょっと食べ過ぎたけどでも満足[:ハート:]
ま、これでしばらくｹｰｷ断ちが出来そうです。

明日誕生日だけど···。(笑

で、帰ってきて[:携帯:]でNEWSの[:CD:]の予約した[:ハート:]
[:携帯:]なんだけど名前を言う前に
「福原さん???」ってまたしても言われちゃいました[:てれちゃう:]
なんかもう完璧声ﾊﾞﾚしてるのね[:パー:]
なんかちょっと照れくさい[:てれちゃう:]
でもいちいち名前と電話番号言わなくても

それで予約出来ちゃうからﾗｸ[:ムード:]

あたしにしては珍しく３日連続で２３時までには

寝ています[:眠たい:]
なんかだって異常に眠いんだもん[:悲しい:]
なんか起きててやりたいこととかたくさんあるんだけど

結局眠さの誘惑には勝てず爆睡[:眠たい:]



そうそう、昨日ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝDX見てて爆笑。
なんかどっちも前に別の番組で聞いたことある話だったんだけど

諸星くんと植草さんの紅白の楽屋でのｹﾝｶ話と

ｷﾑ兄のﾄｲﾚは流さないでおこう話。

ﾏｼﾞお腹抱えて笑ったもん。

つーか植草さんって昔からｲﾀｽﾞﾗ好きだったよね。

最近はさすがにしなくなったんだろうか???
どっちが悪いって言ったら完璧植草さんですけどね[:パー:]
帽子にﾎﾟｺ○ﾝの絵を描いたらﾀﾞﾒでしょ???(爆笑
しかも止めに入ったのがさだまさしさんと南こうせつさんって!!!!（爆笑
絶対ｹﾝｶ止まらないでしょ???
で、最終的に止めたのが北島三郎さん[:パー:]（爆笑
すごっ!!!![:パー:]
あぁ。あたし昔あんまりｷﾑ兄って好きじゃなかったんだけど

最近大好き[:ハート:]
ｷﾑｷﾑ兄やんの「考えられへん!!!![:パー:]」が大好き[:ハート:]
ﾏｼﾞ面白いんだもん。

あぁ。楽しかった[:てれちゃう:]

なんかすごく好きなﾌﾞﾛｸﾞがあるんだけど

めちゃめちゃ重たくてまひるの[:パソコン:]だと
ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝしちゃうんだよね[:悲しい:]
運が良いと見られるんだけど。

昨日も５回やって５回目で見られたもん。

あ。誰かｽｸﾘｰﾝｾｰﾊﾞｰの画像を小さくする方法知りませんか???
１３枚画像が変わるやつなんですけど

それを小さくしてﾌﾞﾛｸﾞに貼りたいんです。

もしご存知の方はお手数ですがﾌﾟﾛﾌに

ﾒｱﾄﾞが載せてあるのでそこに[:メール:]くださると
助かります[:ハート:]
ちなみにｼﾞｬﾆの画像ではありません。

ｼﾞｬﾆｰｽﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.06 Sat 愛しのとっちゃん坊や。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

今日２４歳になりますた[:ぴかぴか:]
大倉担まひるですけどもー。

なんか昨日、「ﾊﾆｶﾐ」見てたらいしだ壱成さんが出てて

あたし、昔大好きだったんです[:ハート:]
[:CD:]も持ってるし、写真集も持ってるもん[:てれちゃう:]
で、もう久々に見ちゃったものだからﾃﾝｼｮﾝ駄々上がり[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
全然変わってなくて喋り方とかすっごい懐かしかったし。

あたし小学生か中学になったぐらいだったのかな???
ﾎﾝﾄに憧れの人だった[:ぴかぴか:]
結局ｦﾀになって壱成さんからは離れてしまうんだけど[:悲しい:]
なんかその昔の想いが昨日は一気に溢れてきて

泣きそうになった[:悲しい:]
なんかもう３２歳なんだねぇ。

あたしの中では時間が止まってしまってるから

いつまでも１０代〜２２歳ぐらいなんだよなぁ。

あ。昨日の深夜に歌姫ｻｲﾄのﾌｧﾝﾚﾀｰに忠義へのｺﾒﾝﾄ書きました[:ハート:]
なんか見てくれるかどうかなんてわからないけど

異常にﾄﾞｷﾄﾞｷしますね[:ラブ:]（笑
最初、大倉くんって書こうとしたんですけど

せっかく磯山さんがたっちょんって覚えてくれたので

まひるもたっちょんって書きました[:ハート:]
あたし、普段忠義って呼んでるんですけど

ﾗｲﾌﾞとかでは絶対「たっちょん」なんですよ[:パー:]（笑
なんかとても恐れ多くて「忠義」なんて呼べません[:パー:]
（↑ﾁｷﾝ[:パー:]
そういえば今日ﾌﾞﾗﾝﾁに長瀬くんとか出たんだよね???
（↑さっき知った[:パー:]
歌姫の映像流れたのかなぁ???
普通にお昼に起きました[:パー:][:悲しい:]
誰か見た方いたら教えてください[:ハート:]



あたし、自担が連ﾄﾞﾗとか出た記憶がないので

どうも番組ﾁｪｯｸが甘いようです[:悲しい:]
しかも昼間ﾊﾞﾀﾊﾞﾀ起きるか朝早く寝ぼけながら起きるかの

どっちかなんで[:パー:]
朝新聞読む余裕なんてないよー[:悲しい:]
ただﾁｬﾝｺﾞﾒﾝね[:悲しい:]
まぁ、ｼﾞﾀﾊﾞﾀしたところで来週ﾄﾞﾗﾏは始まるんですけど[:パー:]
あぁ。毎日歌姫ｻｲﾄ見ないとﾀﾞﾒですね[:たらーっ:]
あぁぁぁぁぁぁあ。

もうﾄﾞｷﾄﾞｷするぅー[:ラブ:]
絶対忠義以上にﾄﾞｷﾄﾞｷしてるよ[:パー:]（笑
忠義ってOｶﾞﾀﾝだからわりとどっしり構えてるﾀｲﾌﾟじゃない???
いや、あたしもOｶﾞﾀﾝなんですけど[:パー:][:パー:][:パー:]（笑
でもﾁｷﾝなんです[:パー:]
激しくﾁｷﾝです[:パー:]
特に好きな人のことになると[:揺れるハート:]

ただﾁｬｰﾝ!!!![:ハート:]

ﾄﾞﾗﾏ見たら毎週感想歌姫ｻｲﾄにも書くからね[:ハート:]
ｸﾞﾊっ!!!![:てれちゃう:]
あぁぁぁぁぁぁあ。

新曲ももうすぐ発売だし[:パー:][:ハート:]
衣装どんなだろ???
まぁ、まぁ、PVでの短パン姿は嵐のﾃﾞﾋﾞｭｰの時の
ｶｯﾊﾟ隊以来の衝撃でしたが[:パー:]
なつかしのHGの集団かと思ったよ[:パー:]
ただﾁｬﾝのがに股ｶﾞﾆｶﾞﾆ[:パー:]
ｲﾔｰﾝ。ﾊﾞｶｰﾝ[:ときめき:]
とりあえずもうすぐHEY３が見れるし[:ハート:]
あ。そうそう、先週のﾃﾚｶﾞｲの最後の方のﾍﾟｰｼﾞ読んでたら

ただﾁｬﾝのとっちゃん坊やが見れた[:ハート:]
(↑限りなく失礼[:パー:]
あたしはめちゃ可愛くて好きなんだけどなぁ[:ハート:]
とっつぁん坊やでも[:パー:]



（↑またしても失礼[:パー:]
なので自然な感じでいてください[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.07 Sun ｲｯﾂﾏｲｿｳﾙな女の子。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

誕生日のお祝いｺﾒﾝﾄやﾒｰﾙありがとうございます[:ハート:]
[:家:]では特にお祝いとかしなかったので
ﾎﾝﾄに嬉しかったです。

ありがとうございます[:ぴかぴか:]
なるべく早めにｺﾒﾚｽ出来るよう頑張ります[:グッド:]
これからも忠義溺愛で頑張っていきますのでﾖﾛｼｸお願いします[:ぴかぴか:]

今日の鉄腕DASHはどうだったんでしょうか???
なんかｴｲﾄが負けてしまったという話は聞いたんですけど

後は何も知らないので休みの日を楽しみに

見たいと思います[:ハート:]
Mｽﾃも決まったことだしﾄﾞﾁﾄﾞﾁ[:ラブ:]です。
Mｽﾃでｼｹﾞﾙ・ﾏﾂｻﾞｷになったすばるとｷﾞｬﾙ男になった章大が
見れるもんねー[:ハート:]
楽しみ[:揺れるハート:]楽しみ[:揺れるハート:]

あ。そういえばNEWSの昨日の台湾ﾗｲﾌﾞが台風で今日に延期になったそうで。
あとなんかNEWSの集いたるものをやったらしいじゃないですか???[:パー:]
それでﾏﾆｱｯｸｸｲｽﾞをやって勝ち残った人にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄが用意されてた

らしいんですが

あたしは亮ﾁｬﾝのやつがｷﾞｶﾞﾝﾄ欲しす[:てれちゃう:]
だって亮ﾁｬﾝｾﾚｸﾄで曲の入ってるIpodだったそうです[:てれちゃう:]
もうそんなの絶対曲消せないじゃん[:パー:]
何が入ってたんだろう。

もっそい気になる[:たらーっ:]
あたしも忠義ｾﾚｸﾄのIpodが欲しいー!!!!![:ハート:]
ただﾁｬﾝ、おくれ[:パー:]
まぁ、まぁ、百歩譲って自分でIpod買うから
ただﾁｬﾝ、曲入れて[:ハート:]



あたしからもお返しでただﾁｬﾝのIpodにまひるｾﾚｸﾄで曲入れるから[:パー:]
交換こ[:揺れるハート:]
あぁ。この妄想だけでご飯食べれるよ[:パー:]
お腹いっぱいになるもん[:パー:]
そんな夢のような企画が欲しかとです[:ハート:]

そうそう、高校の同窓会のお知らせがきてた。

うーん。元彼が気になるけど

あたし、高校大嫌いだったし[:パー:]
会いたい人も数名いるにはいるんだけど

会いたくない人もたくさんいるわけで[:パー:]
なので却下で[:パー:]
なんか今になったらちゃんと話せそうな人とかいると思うんだけど

当時はﾎﾝﾄ進学校のしかも特進ｸﾗｽだったから

ﾏｼﾞでつまんなかったの[:悲しい:]
なんかみんな勉強勉強ばっかで。

あたしはﾊﾞｲﾄしたりﾊﾞﾝﾄﾞやったり学校以外のとこで楽しんでたし[:ハート:]
なんかどうしてあたしの高校はつまんない人ばっかだったんだろ???
なので担任からかって遊んでました。

あたし当時から朝が苦手でだいたい２時間目から[:学校:]
行ってたもんなぁ。

それで出席日数足りなくなっちゃって[:悲しい:]
どんだけ重役出勤なんですか???[:パー:]
なので特進ｸﾗｽのくせに全然勉強頑張った記憶がない[:たらーっ:]
まぁ、そんなわけで特進ｸﾗｽの中では下の方の成績でした[:悲しい:]
そんなわけで最後の最後まで大学進学を勧められてｲﾔでｲﾔで

仕方がなかった。

あたしにはやりたいことがあったから。

１番やりたかったことをやってるわけじゃないけど

でも服を縫うことは昔から好きだった。

あたし「ｲｯﾂﾏｲｿｳﾙ」の歌詞にﾊﾞｯﾁﾘ当てはまる女の子ですけど

ﾀﾞﾒですか???
魚の食べ方うまいですよ[:パー:]
まぁ、魚屋の娘ですから[:パー:]
ﾏｼﾞ歌詞見た時笑ったから[:パー:]
なんか今回は随分可愛い歌だなぁと思って[:ハート:]



あたしｴｲﾄの身近に感じられる曲がすごく好きなんだよね[:ハート:]
いつもあぁ、わかるぅー[:揺れるハート:]って言えるのね。
だから好き[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.08 Mon すねるﾖｺﾁｬﾏ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、仕事に行く前にﾏﾏﾝとﾊﾟﾊﾟﾝと一緒に

子犬を買いに行きました[:ハート:]
ﾏﾏﾝのお友達の紹介のﾌﾞﾘｰﾀﾞｰさんのとこに

行って買ってきました[:ぴかぴか:]
ﾗﾝ丸ﾁｬﾝと同じ種類の甲斐犬っていう種類の犬です。

すごく頭が良くて飼い主以外の人になつかないので

番犬にはﾊﾞｯﾁﾘの犬なんです[:犬:]
もうすごく可愛くて仕事終わるのが待ち遠しくて[:てれちゃう:]
なんかﾎﾝﾄ犬って癒されるなぁ[:揺れるハート:]
もうﾏﾏﾝなんてはしゃぎっぱなしですよ[:てれちゃう:]
なんかﾗﾝ丸のことがあってから結構うちの中が

暗かったんですけど

久々に明るくなりましたね[:ぴかぴか:]
今度の犬もﾗﾝ丸って名前つけました[:ぴかぴか:]
明日、ﾗﾝ丸の散歩行ってきます[:揺れるハート:]
ちなみにつなびぃに写真UPしたんですけど
異常にﾃﾞｶく見えるけど実際は３０ｾﾝﾁぐらいです[:揺れるハート:]

で、ご飯食べながら録画しといたHEY3を見たんだけど
横山さん、面白すぎです[:パー:]
やっすんにやきもちやきすぎです[:パー:]
だってやっすん可愛いんだもん[:揺れるハート:]（笑
あたしは横山さんも十分可愛いと思いますけど[:パー:][:揺れるハート:]
でもあたしは知ってます。

横山さん普通に歩いてるとﾁﾝﾋﾟﾗみたいなことを。(笑
あ。あたしひとつだけ気になったんですけど

忠義の前髪の真ん中についてた白いやつは何???
おちょんぼり???[:パー:]
気になったけどご飯食べてたから近くに行って確認も

出来なかったよ[:悲しい:]



あとﾏｼﾞ丸ﾁｬﾝの体質はおかしいって!!!!
なんでそんなに寝汗をかくの???
新幹線の中とか快適温度じゃん。

あ。でも前に確か異常に重ね着をしてる話を

聞いたことが。

寒がりなの???暑がりなの???どっちなの???丸ﾁｬﾝ[:パー:]
そしてどえりゃー亮ﾁｬﾝが男前だった!!!!![:ラブラブ:]
でも亮ﾁｬﾝ、むちゃ∞ﾌﾞﾘの楽屋でひどく痛いことをしてるんですけど[:パー:](笑
自画像とか普通あんまり描かないよね???
亮ﾁｬﾝどんだけ自分好きなの???[:パー:]
そしてｶﾞｯｶﾘな発言が!!!!!
忠義、あんまり[:車:]運転しない???
ﾔﾀﾞ。ﾔﾀﾞ[:悲しい:]
あたしの男前に[:車:]を運転する忠義のｲﾒｰｼﾞがー!!!![:悲しい:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
あたしのｲﾒｰｼﾞは外車の四駆で風切って走ってる大倉忠義なんですけど[:パー:]
なのに忠義は助手席男ですか???[:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞil||li (つω-`*)il||li

あ。あと衣装。

紫のﾃｯｶﾃｯｶのｼﾞｬｹとﾊﾟﾝﾂ。

良かった。

短パンじゃなかった!!!!![:パー:]
そしたらまた忠義のがに股ｶﾞﾆｶﾞﾆを見なくちゃならなかったじゃん[:悲しい:]
いやいや、あれはあれで結構好きなんですが[:パー:][:ハート:]
結構あたし的にﾈﾀなんですけど[:パー:]

あ。あと知らなかったんだけど

今日、SS501も出る日だったんだね[:ハート:]
録画しといて良かった!!!![:悲しい:]
つーかﾁｬﾝﾐﾝ、日本語うま!!!![:パー:]
他のﾒﾝﾊﾞｰほとんどしゃべってないよ[:悲しい:]
あたしはﾘﾀﾞのしゃべるとこが見たかったのになぁ[:悲しい:]
ﾖﾝｾﾝさんしゃべってた???
あたし見えなかったからわからなかったんだけど[:悲しい:]



今日はとにかくHAPPYな１日でした[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててすみません[:汗:]
初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.09 Tue あたしの癒し。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

はい。まだﾌﾚﾊﾟ見てません[:悲しい:]
鉄腕DASHももちろん見ていません[:悲しい:]
今日は昼過ぎに起きてご飯食べて

それからﾗﾝ丸ﾁｬﾝ連れてお散歩に行ってきました[:ぴかぴか:]
２時間ぐらいお散歩して帰ってきたら

疲れて眠くなってしまってまた寝ますた[:眠たい:]
どんだけ???[:パー:]
で、１７時ごろ起きて

ﾗﾝ丸のとこ遊びに行ったら甥っ子もきてて

普通子供って言ったら子犬好きでしょ???
でももっそい甥っ子が怯えてるわけ。

なんでだろうなぁって思ったらﾏﾏﾝに聞いたところ

早速甥っ子が思いっきり吠えられたそうです[:たらーっ:]
ﾗﾝ丸、あたしにはお腹見せて甘えてくるのになぁ。

やっぱり子供だと思ってなめられてるんでしょうかねぇ。

そのうち慣れるよ。甥っ子よ。

頑張れ。甥っ子。

えぇ。そんなわけでしばらくはﾗﾝ丸溺愛の日になると思うので

ｦﾀﾋﾞ鑑賞は遅れるかもしれません[:悲しい:]
忠義 ＜ﾗﾝ丸[:犬:]（笑
ﾏｼﾞでか???[:パー:]
もう毛並みなんてﾂﾙﾂﾙのやわやわでもっそい気持ちよくて

ぬいぐるみみたいです[:ハート:]
怒られるとすねるあたりも可愛いです[:ハート:]
今のあたしの１番の癒しです[:ニコニコ:]

でもあたしは先代のﾗﾝ丸のことを忘れたわけではありません。

やっぱり一緒に過ごした１５年があるし。

忘れちゃいけないって思うしね。



つーか今日、朝の５時ごろ寝たのね[:悲しい:]
だからめたくたに眠いんですけど[:パー:]
しかもひどい肩こりで[:悲しい:]
しかも肩こりに気づいたのがさっきで。(笑
どんだけどんくさいんでしょ???[:パー:]

あぁ。やっぱりなんだかんだと言っても

あたしには忠義の癒しも必要です[:ハート:]
忠義 ＝ﾗﾝ丸[:犬:]で[:パー:]
よく女の１人暮らしでﾍﾟｯﾄ飼い始めたら終わりって言うでしょ???
気持ちわかるもん。

ﾍﾟｯﾄ溺愛しちゃって男っ気なくなるもん。(笑
ﾎﾝﾄ１日見てても飽きないもんね。(笑
まぁ、まぁあたしは大倉忠義も同じですけどね[:ラブ:]
１日中見てても飽きない[:揺れるハート:]
むしろ見ていたい[:ラブ:]
１日中と言わず一生[:ラブ:]
ﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞですか???[:パー:]まひるたん[:パー:]
おっと思わず公衆の面前でﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞしてしまったよ[:てれちゃう:]
おっとで思い出したんだけど

元EE JUMPのﾕｳｷ。
つまりｺﾞﾏｷの弟、結婚したらしいね[:ぴかぴか:]
ﾕｳｷっていくつだっけ???
そういや最近ｿﾆﾝとか見なくなったんだけど

どうしてるの???
どうでもいい話だな[:パー:]
でもあたしｿﾆﾝ好きだったんだよね。

高校教師の時。

あと上戸彩ﾁｬﾝのあたしの最高萌えﾄﾞﾗﾏは

金八先生と高校教師[:パー:]
もうあの２つだけでお腹いっぱいになれるもん[:揺れるハート:]
ｼｹﾞたが中学生役とか今考えたらびっくりだし[:びっくり:]
あぁ。金八先生見たくなったなぁ。

今回のやつはどんな話なんだろ???
あんまり出演者には興味ないけど



雑誌で見たら亀井拓がかっこよかった[:ハート:]
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませてもらってます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.12 Fri 「歌姫」直前。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

２日間の放置すみません[:汗:]
いろいろ考えることあってお休みしてました[:悲しい:]
理由は話せないけど

でもあたしはやっぱり忠義 の話してる時が

１番生き生きとしてる気がします

あと今まであまり話さなかった音楽の話などｴｲﾄ以外の

部分の話もたくさんしていきたいなって思いました[:ぴかぴか:]
まぁ、いわゆる、日常の部分が増えるってことです[:パー:](笑

昨日、「金八先生」見ました???
あたし「金八先生」の記憶があるのって

風間くんが出た時のからやつでその前はいつ頃やってたとか

全く記憶にないです[:悲しい:]
「金八先生」ってﾎﾝﾄその時代のﾎﾝﾄに問題に

なってる部分を描いてくるじゃないですか???
そうゆう部分ですごく勉強になるし、

あたしはこのﾄﾞﾗﾏが大好きです[:ハート:]
なんかいろいろ深く考えさせる部分が多くて

ﾎﾝﾄに出演者が誰だから見るとかそうゆうのがないじゃないですか???
だからあたしは好きです[:ハート:]
で、これで来週はｼﾞｮｼﾃﾞｶが始まるんですけど

そんなわけで今回も医龍の日の目を見る時がないってゆーね。

ﾎﾝﾄすいません[:汗:]
徹平ﾁｬﾝ大好きなくせに[:パー:](笑

そして今日はいよいよ「歌姫」が始まります[:ハート:]
もうこの日をどれだけ楽しみにしてたことか!!!!![:パー:]
そんなわけでﾌﾞﾛｸﾞも早々更新して「歌姫」に集中しようと

いうわけです[:ハート:]



昨日、「歌姫」ｻｲﾄで番宣ﾁｪｯｸしたんですけど

忠義 は出ないみたいですね[:悲しい:]
でも歌姫のVTRでいち早く神宮寺くんが見れるかと思いますが[:パー:]
あ。それで歌姫ｻｲﾄのﾌｧﾝﾚﾀｰを読んでたんですけど

すごいですね。

始まる前なのに忠義 人気が[:パー:]
きっと４７ﾂｱｰで忠義 のこと好きになった人とかも

いると思います[:ぴかぴか:]
それも含めてﾎﾝﾄに忠義 の人気に驚いてます[:びっくり:]
あたしもそんな大倉担に負けていられないなって

思いました。

もっともっと応援頑張らなくちゃって思いました[:グー:]
もうﾌｧﾝﾚﾀｰ部分とか読んでるとすごく触発されるわけですよ[:パー:]
あぁ。こんなに忠義のこと好きなんだ???とか
考えさせられる部分とか多くて読むのが楽しみです[:ハート:]
今日は放送が終わったら感想をまた歌姫ｻｲﾄにｶｷｺしようかなぁって

思ってるんですけど[:パー:]
まだ有閑倶楽部のｻｲﾄ見ただけでｶｷｺしてないんで

そっちも来週までにはやりたいなって思ってます。

もうだってね、ヨコ が清四郎以外の誰にも

見えないんですもん[:揺れるハート:](笑
なんかヨコ って器用だなぁって思います[:ぴかぴか:]
ちゃんとその役、その役に入り込める人でしょ???
拝啓の時は時夫になりきってたし、

今回は清四郎。

有閑倶楽部って漫画だからすごい表情の作り方までも

意識しないとならない部分あるでしょ???
原作のｲﾒｰｼﾞを壊さないようにとか。

でもヨコ はそれがﾊﾞｯﾁﾘ出来る人。

だから役者としても大きくなれる人だと思う。

あたしが何を偉そうにって感じかもしれないけど

あたしは正直、ヨコ の役者としての才能を認めてます。

そんなわけで火曜日を楽しみにしつつ

今日の歌姫に集中したいと思います[:ハート:]

忠義 の連ﾄﾞﾗ、初出演楽しみですね[:ハート:]



これが毎週見れるかと思うとﾄﾞﾁﾄﾞﾁします[:ラブ:]

(*´д｀*)ハァハァ

萌えますね[:揺れるハート:]（笑
きっと今日の放送が終わった頃は

ｷﾞｶﾞﾝﾄ萌えす[:揺れるハート:]になってると思います[:ぴかぴか:]（笑

あぁ。そういえばあたしまだﾚﾝｼﾞｬｰ 忠義しか

読んでない（ﾁｰﾝ

eighter失格だわ[:悲しい:]
後で読みます[:悲しい:]
最近寝る前に読んでるんだけど昨日は疲れて寝ちゃったのよ[:パー:]
でもただﾁｬﾝのおかわりの話、笑った。(笑
ただﾁｬﾝ、あなたの想像通りのことを周りの方は思ったことでしょう。(笑
たぶんあたしが忠義と同じことしてる人が

居たら迷わず心の中で突っ込んでると思うもん[:たらーっ:]
うーん。

あたしは忠義のﾒﾀﾎﾞは全然気にならないんだけど

でもせめてﾄﾞﾗﾏの間だけは何があるかわからないので

体は作っておいた方が良いかと[:パー:]
あとお茶の間に小顔のただﾁｬﾝで映ってて(　゜Д゜)ホスィなと
いう願望です。

とここまで書いたらWebからﾒｰﾙが来た。
忠義がまた今年も例のやつをやるそうだ。

『倉’mas ﾘﾀｰﾝｽﾞ
〜また君に会えたね〜』



ｳﾌﾟﾌﾟ。まずﾀｲﾄﾙ見て狙いだなと判断。

会えたわよ[:パー:]（なぜに上目線
つーか今年は早いんですのねって思って早速Webをﾁｪｯｸ。ﾁｪｯｸ。

何???
今年気合い十分じゃないですか???
TOP画がめたんこ可愛い!!!!!(*´Д`*)♥ 
そんなに忠義さん、乙女のﾊｰﾄを掴みたいですか???
もうまひるたん、ｸﾞｲっとわしづかみにされちゃいましたけど何か???
また来年も会えるかしら???ってまた待っちゃうよ。
あてくしは[:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
とりあえず[:パソコン:]に写す作業をしないとね。
去年怒涛の更新で大変だったから[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててすみません[:汗:]
初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.13 Sat 「歌姫」第一話。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

「歌姫」第一話見ました。

毎週終わった後に感想を簡単に書きたいと思います。

もうお遍路さん姿の忠義が可愛い!!!!
そして忠義のﾔﾗﾚっぷりがなんかﾄﾞﾗﾏの中で

やんわりとさせてくれて山之内一家とのｷﾞｽｷﾞｽした

やりとりをｺﾐｶﾙにさせてくれててすごく良かった。

あと鯖子さん（斉藤由貴さん）のｷｬﾗ作りが最高に面白くて

その手の平でｺﾛｺﾛと転がされてる神宮寺くんが

めっちゃ可愛い!!!!(*´Д`*)♥ 
鈴と太郎の土佐弁でのﾃﾝﾎﾟのいいかけあいの

部分もすごくｺﾐｶﾙでよかったし、

長瀬くんのｷｬﾗを生かしきってるﾄﾞﾗﾏだと思いました。

あと秋山さん!!!!
あの人はﾎﾝﾄ最高のｷｬﾗだと思った。

秋山さんって天才肌だと思うなぁ。

なんか鈴の太郎を思う気持ちが切なくて

涙出そうになったし、

すごく人情味に溢れてて昔の良い時代の中での

暖かい世界が描かれてるﾄﾞﾗﾏだと思った。

忠義の「鯖子さんに寝込み襲われるなよ。」って

太郎に言われた瞬間の顔が最高!!!!
もう夜中なのに爆笑したよ。

ﾃﾚｶﾞｲの「週刊ｵﾘｵﾝ座通信」で神宮寺くんが

言ってた「映画こじゃんと好きですき」のｾﾘﾌも

ﾊﾞｯﾁﾘ聞けたし。(笑
鯖子さんの空手ﾁｮｯﾌﾟ(´∇｀)ｹｯｻｸ!!!!!
ｹﾞﾙﾏﾝさんとかｷｬﾗ濃いしなぁ。(笑
そして土佐弁ってすごい難しいと思うんだけど

さすがみなさんまるで高知の住民のように



操ってて素晴らしいなって思いました。

これから太郎の気持ちがどうなっていくのか

神宮寺くんがどう変わっていくのか楽しみですね。

来週も楽しみに見たいと思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.14 Sun ﾁｰﾑﾏｲﾅｽ６％。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんか眠れない間にすでに３時を過ぎております[:悲しい:]
明日、朝起きれるかなぁ[:悲しい:]
土曜日はいつもこんな感じで日曜日を迎えてしまいます[:悲しい:]

今日は頭の中が昨日の歌姫でいっぱいです[:ハート:]
歌姫ｻｲﾄの掲示板でも感想書かせていただきました。

ﾎﾝﾄに忠義も素晴らしい俳優人の中でお仕事させてもらえることは

とても勉強になると思います。

初の連ﾄﾞﾗが歌姫でよかったなぁとも思います[:ぴかぴか:]
忠義は忠義らしくお芝居して欲しいなぁって思います。

今、忠義の持ってるすべてのものをぶつけて

頑張って欲しいなって思いますね[:ハート:]
ﾎﾝﾄ神宮寺くん良かったぁ!!!!![:ハート:]

あたし、最近D-BOYSにﾊﾏってるんです[:ハート:]
きっかけは前々から好きだった遠藤雄弥くんです[:ハート:]
ﾏｼﾞね、遠藤雄弥くん大好きなの[:揺れるハート:]
それでD-BOYSも参加してる「ﾁｰﾑﾏｲﾅｽ６％」っていうｴｺ運動が
あるんですけどまひるも参加しています[:ハート:]
例えばMY箸を持つようにしたり、
ｺﾝﾋﾞﾆの袋使わなかったりとかいろいろ小さなことだけど

出来ることがたくさんあると思います。

詳しくは明日ﾊﾞﾅｰをUPしておきますので
そちらから見ていただけると嬉しいです[:ハート:]
もう今夜はﾊﾞﾅｰUPする余裕がないです[:悲しい:]
ﾍﾀﾚですみません[:汗:]

何気にﾌﾛｰﾘﾝｸﾞに座って[:パソコン:]やってるんですけど



（↑ﾍﾟｯﾀﾝｺ座り

これが仕事終わった後の足にこたえるんですわ[:悲しい:]
膝とかふくらはぎとかﾊﾟﾝﾊﾟﾝで痛いんですよねぇ[:悲しい:]
長い間[:パソコン:]の前に座ってると腰も痛いし[:悲しい:]
しんどいです[:悲しい:]

はぅ。

つーか倉’masまだ１回目[:パソコン:]に写してないのに
やっかし今日連載２回目がぁー!!!!![:パー:]
あたし来週忙しいし、[:パソコン:]に写せないかもしれない[:悲しい:]
だからただﾁｬﾝ、のんびりﾍﾟｰｽで更新しようよー[:失恋:]
来週のお休み、大掃除をするんですわ。

ﾏﾏﾝが押入れ空けてくれるっていうので

今まで押入れに入らなくて床に平積みになってたものを

押入れに多少しまうことが出来ると思うんです[:ぴかぴか:]
なのでちょっと大掃除をしたいと思います。

ちなみに通院もあるんですけどね[:パー:]
そんなわけでかんなり忙しいあたくしなのです[:パー:]

ﾔﾊﾞｲ。４時になろうとしています。

とりあえずたいしたﾈﾀも書いてないんですが

ｻﾗﾊﾞ!!!!

ﾊﾞﾅｰUPしておきます。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい[:汗:]
なるべく早く出来るよう努力します。



2007.10.15 Mon 自然体。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日はとにかく眠くて２４時には寝てしまいました[:眠たい:]
もうおしゃれｲｽﾞﾑ見るのもやっとって感じで[:パー:]
仁ﾁｬﾝかっこよかったですねぇ[:ハート:]
あたしが思うに前より全然自然体で[:テレビジョン:]に
出れるようになったような気がするんですが

気のせいでしょうか???
あたしは今の仁ﾁｬﾝの方が好きです[:ハート:]
髪型も長めより今の方が好きです[:ハート:]
有閑倶楽部が楽しみです[:揺れるハート:]
もうCM見るだけで萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]してますもん。(笑
あ。そういえば有閑倶楽部ｻｲﾄすごく豪華になりましたね[:ぴかぴか:]
しかも昔は絶対ｻｲﾄにｼﾞｬﾆｰｽﾞのﾀﾚﾝﾄさんって顔載せなかったけど

最近はちゃんと載せるんですね。

歌姫もそうだし[:ハート:]
なんか嬉しいですね[:ハート:]

今日、ﾉﾝｶﾛﾘｰの飴ﾊﾞｶ食いしてたら

お腹がゆるくなってしんどかったです[:悲しい:]
あたし、自分でもｱﾎだなぁって思うことよくやります[:悲しい:]
基本的にﾄﾞｼﾞｷｬﾗです[:悲しい:]
以前、横Aに行くから東横線の途中駅で友達と
待ち合わせしてたんですよ。

で、新宿で降りなくちゃならなくて。

でもあたしその前の日全然寝てなくて

[:電車:]の中で寝ちゃったんですよ[:パー:]
そしたらたまたまその電車が東京駅が終着で

そこまで寝ちゃったんですよ。

それで駅員さんに起こされて

状況が全く飲み込めず慌てて降りたんですけど

慌てすぎて電車降りてこけて



ｴｽｶﾚｰﾀｰの反対側に乗っちゃってこけて[:悲しい:]
それを反対側の線路に[:電車:]止まってて
一部始終を見られてました[:悲しい:]
つーか[:電車:]が東京駅止まりだったから良かったものの
千葉止まりだったら確実に千葉まで行ってましたよ[:パー:]
あたしが[:電車:]乗り越したのは後にも先にもそれ
１度きりですけどね[:パー:]
なんかさすがにやっすんみたく車庫までは行ってないです[:パー:]
まぁ、まぁ、２０分程の遅刻で済んだんですけど

あたしの遅刻はまずありえないんですよ[:パー:]
なので友達も許してくれましたけど[:パー:]
でも滅多に遅刻とかしないんで

遅刻すると異常にﾃﾝﾊﾟりますね[:悲しい:]

短いですけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.17 Wed 「有閑倶楽部」第一話。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

あたし昼間の活動にも支障が出るぐらい睡眠薬を

大量に飲んでるんですね[:悲しい:]
[:病院:]でも今より薬減らせば動きがﾃｷﾊﾟｷ出来るように
なるのにねって言われてるんですよ[:悲しい:]
だから仕事の日は気合いでなんとか頑張ってるんですけど

休みの日はﾎﾝﾄにｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞなんです[:悲しい:]
ほぼ１日寝たきりで[:悲しい:]
今日もお昼に起きてｴｲﾄのｼﾝｸﾞﾙﾌﾗｹﾞして

あとｷﾝｷの「永遠に」を買ってきたんですけど

あたくし、今日１日ｷﾝｷの[:CD:]聴いてた
ﾀﾞﾒﾀﾞﾒeighterです[:悲しい:]
だってこのｼﾝｸﾞﾙ欲しかったんだもん[:ハート:]
もう好きな曲ばっかりでやっぱりｷﾝｷってｽﾃｷだなぁって

思いました[:ハート:]

KAT-TUNのｼﾝｸﾞﾙとDVD発売になりますね[:ハート:]
あたし、ﾎﾝﾄ買えるんだか???[:パー:]って
感じなんですけど[:パー:]
聞いたところによるとｼﾝｸﾞﾙが３種類出て

内容が違うらしいじゃないですか???
それは全部欲しいです[:ハート:]
あたしまだNEWSのﾗｲﾌﾞDVDも買ってないし[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)

そして今日は有閑倶楽部でしたね[:ハート:]
もう最高に面白い!!!!![:ハート:]
もうすでにﾊﾏってしまいました[:ぴかぴか:]
ヨコの清四郎がかっこいいんですよ[:パー:][:ハート:]
なんかあの妙に落ち着いた感じがｽﾃｷです[:ハート:]



仁ﾁｬﾝもかっこよかったし。

仁ﾁｬﾝってﾊﾞｲｸ似合うよね???[:揺れるハート:]
あたしｷｬﾗ的には悠理も好きだし、野梨子も好きなんだよねぇ。

なんか文武両道の清四郎がまたかっこいいんだよねぇ。

ﾎﾝﾄヨコってあたし的にすごい役者さんだなぁって思います。

えみちぃも綺麗だし、ｸﾞﾗﾝﾏﾆｴも思ってた程気にならなかったし。(笑
もうあのﾄﾞﾗﾏを作れるのはあの６人しかいないでしょ???
ってぐらいみんなﾊﾏﾘ役ですごく面白かった[:ハート:]
なんか最初に清四郎が朝起きて登校する時に

お車の用意が出来ましたって言われて

行ってみたらいつもの車が故障でって言われて

救急車で学校行ったでしょ???
あれは意外だった。

清四郎嫌がると思ったのに普通に救急車で

登校してるし[:パー:]
ｱｸｼｮﾝｼｰﾝとかすごくかっこよかったしね。

あたし悠理の男勝りなとこ大好きです[:ハート:]
あたしはこの手のﾄﾞﾗﾏが大好きです[:ハート:]

そういえば「歌姫」あんまり視聴率よくなかったみたいですね[:悲しい:]
今のとこ今期で最低ﾗｲﾝとか。

まぁ、ちょうど「踊る大捜査線」がやってたんで

仕方がないかなぁって思ったんですけど[:パー:]
あたしも歌姫始まるまで見てたし[:パー:]
今週も踊るのｽﾋﾟﾝｵﾌがやるし、

これが終わるまでは仕方がないのかなぁって思います。

なかなか金曜日の２２時って激戦ですよね。

金曜ﾛｰﾄﾞｼｮｰもあったりして[:悲しい:]
これから挽回してくれるといいなって思います。

でも結果は数字ではないとあたしは思います。

番組側からしたら数字がすべてなのかも

しれないけど人の心に残るﾄﾞﾗﾏを

みんなで作れることが課題だとあたしは思います。

そしてむちゃ∞ﾌﾞﾘ。



今週も忠義ﾛｹでしたね[:ハート:]
もう忠義の画面に映ってないのに

言葉を発してるのがすごく可愛いです。

なんか時々萌え声を発してたりして

あたしは大好きです[:ハート:]
でもお腹の空いたあたしには過酷ﾛｹでしたね。

もう出てくるものすべてが食べたい!!!!![:ハート:]
なんか最近お肉とか食べてないんで

思いっきりお肉が食べたいです[:ハート:]
もうﾎﾝﾄ一人牛角したい気分ですよ[:パー:]
あ。そういえばうちの近くに沖縄居酒屋があるんですけど

そこ行ったら美味しい豚料理食べれますかねぇ[:ハート:]
韓国料理も食べたいし、

最近ﾎﾝﾄ乏しい料理を食べてるので

たまには高級感溢れる食事がしたいですね[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててすみません[:汗:]
どうしても体調が思わしくないので

なかなかやる時間がなくて[:汗:]
でもしっかりｺﾒﾝﾄは読ませていただいてます[:ハート:]
いつもありがとうございます。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.17 Wed 愛しの大倉忠義。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今、まひるの通勤路が舗装工事をしてるので

若干遠回りをしてます[:悲しい:]
ちびりこﾏﾝﾎﾞなあてくしです[:悲しい:]（意味不

ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
今日、月刊ｿﾝｸﾞｽが本屋になくて

お取り寄せをしますた[:悲しい:]
ちびりこﾏﾝﾎﾞなあてくしです[:悲しい:]
（↑しつこい人[:パー:]

そうそう、あたしどうも「水曜どうでしょう」を見たことがないなぁって

思ってたんですけど

山梨ではｶｰﾄｩﾝKAT-TUNと時間がかぶってるんですね[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
水曜どうでしょうが見たいよー[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
しかもじゅんのと聖のﾗｼﾞｵが今月から仁ﾁｬﾝとじゅんのに

変わってることに昨日気づきました。

ﾗｼﾞｵ聴かなきゃ[:ぴかぴか:]
なんか仁ﾁｬﾝとたぐっちょで無事なんでしょうか???[:パー:]（笑
ﾄﾞｷﾄﾞｷで聴かなくちゃ[:ラブ:]
会話はかみ合ってるんでしょうか???[:パー:]
KAT-TUNで１番心配な組み合わせです[:パー:]
あぁぁぁぁぁぁぁあ。

無駄にﾄﾞｷﾄﾞｷしますな[:ラブ:]
仁ﾁｬﾝのお怒りに触れませんように[:パー:]
ﾅﾓﾅﾓ。

でも実はこの２人ってKAT-TUN結成前ｼﾝﾒだったんですよね。
あたしは知っている。（笑



雑誌もよく一緒だったし。

たぐっちょの雑誌初登場も仁ﾁｬﾝと一緒だったもんね[:ハート:]
はい[:パー:]元たぐっちょ担です[:パー:]

何気今日もKAT-TUNﾈﾀが多いな。(笑
だってだって。

ｴｲﾄの地方の新曲の番宣全滅なんですもん[:パー:]
何も見れません[:パー:]
まぁ、まぁ、いつものことなんですけど[:パー:]
そうそう、昨日、ｴｲﾄのｼﾝｸﾞﾙ買いに行った時に

初回盤がもう1枚欲しいなって思って売り場見たんだけど
１枚もなくて[:悲しい:]
あぁ。今日ほかのお店見に行けば良かった[:悲しい:]
だってｽﾃｯｶｰ捲りたいんですもん。

とっつぁん坊やの忠義のｽﾃｯｶｰ[:パソコン:]に貼りたいんですもん[:悲しい:]
それでなくてもあたしの[:パソコン:]は忠義祭だﾜｼｮｰｲ。
あ。明日やっとtvkで新曲のPV録画出来そうです[:ハート:]
ﾜｰｲヽ(ﾟ∀ﾟ)メ(ﾟ∀ﾟ)メ(ﾟ∀ﾟ)ノﾜｰｲ
そんなちびりこﾏﾝﾎﾞなあてくしです[:悲しい:]
（↑今日のｷｰﾜｰﾄﾞ[:パー:]
捲りたいで思い出したんだけど

あたしｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ捲ってないや[:悲しい:]
自分の誕生日までは捲ったんだけどね[:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]



2007.10.17 Wed ずっとずっと大好きだから。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日３回目ﾀﾞｽ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ変えたﾀﾞｽ[:てれちゃう:]
何気ｸﾘｽﾏｽっぽくてすまぬ[:悲しい:]
ちなみにただﾁｬﾝの倉’masを意識してますだ[:ハート:]
ｴﾒｸﾞﾘと茶色を使ってみました[:ハート:]
そういや中学の時の親友がｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾞﾘｰﾝが大好きで

子供が生まれたら「ｴﾒ子」と「ｸﾞﾘ子」って名前

つけるって言ってたなぁ[:悲しい:]
当時もｱﾌｫだなぁって思ったけど

やっかし今考えてもｱﾌｫだわ[:パー:]
今頃何して暮らしてるんだろ???[:パー:]
忠義もﾎﾝﾄは黄緑じゃなくてｴﾒｸﾞﾘが良かったんでしょ???[:パー:]
でもそんなﾚﾝｼﾞｬｰ呼びづらいってことになって

結局黄緑になって現在はｸﾞﾘｰﾝ[:ハート:]
ただﾁｬﾝも相当ｱﾌｫだな[:パー:]（笑
(↑やたらと失礼な人[:パー:]
なんだかんだ言って忠義、緑色好きじゃん[:パー:](笑
あたしも好きなんですけど[:揺れるハート:]
あたし、基本原色好きだからね[:ハート:]
おきっちゃんだから[:パー:](笑
（↑ｷﾁ○ｲの意

明日、ｷｭｰﾋﾟｰとＲodyがｺﾗﾎﾞしたｽﾄﾗｯﾌﾟが届くのです[:ハート:]
でも今、何気ｷｭｰﾋﾟｰのﾚﾝｼﾞｬｰが作りたいんだよね。

なので休みの日に手芸やさんにﾌｪﾙﾄとかいろいろ買いに行こうかなぁ

って思っております[:ハート:]
うまく出来たら空（＠章大）の分も作ってｵｿﾛにしようと

思って[:揺れるハート:]
あたし手芸なんてもっそい久々なんですけど[:パー:]
でもこれでも服飾学校卒だからね[:パー:]



資格とかも持ってて何気中学の家庭科の先生に

なれるんだよなぁ[:てれちゃう:]
って自分でﾊｰﾄﾞﾙあげてますけど何か???[:パー:]
なんか刺繍とかも練習したしなぁ[:てれちゃう:]
でも刺繍は子供の頃からやってたから

結構うまいんですけど[:パー:](笑
編み物とかも得意。

あたし、意外性で売ってますから!!!![:パー:](笑
そう、だから「ｲｯﾂ　ﾏｲ　ｿｳﾙ」な女の子なの。(笑
まぁ、自称ですけど[:パー:](笑
あたしＯｶﾞﾀﾝなのに細かいこと好きなのよ[:ハート:]
なんか意外と神経質だし[:パー:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
育った環境によると思うんだけど

うち、ばあちゃん以外はみんなＡｶﾞﾀﾝなの。

ばあちゃんがＡＢでね。（笑

しかもかなりＢｶﾞﾀﾝ寄り。(笑
でもあたしはばあちゃんが好きでした[:ハート:]
ｹﾝｶもしたけど大事にしてくれたし。

あぁ。今日、新星堂から[:メール:]きて
２４日にＳＳ５０１のｱﾙﾊﾞﾑが届くそうです[:ハート:]
ｱﾙﾊﾞﾑ買えばいいやと思ってｾｶﾝﾄﾞｼﾝｸﾞﾙ買ってないし[:悲しい:]
何気、今月、東方神起のもの何も買ってないんだよねぇ[:悲しい:]
ＤＶＤとかＣＤとかたくさん発売になるのに[:パー:]
でもそんなの関係ねぇ!!!![:パー:]
とか言ってみるものの実は全部欲しい[:揺れるハート:]
どうして秋から冬にかけて発売ﾗｯｼｭなんでしょねぇ[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
もうまひるたそ、いっぱいいっぱいなんですけど[:パー:]
あぁ。でも１２月に発売になるｴｲﾄのＤＶＤは死守しないとなぁ。

何が楽しみってﾗｲﾌﾞ部分ももっそい楽しみなんですけど

やっかし寝起きﾄﾞｯｷﾘですか???[:パー:]

(*´д｀*)ハァハァ



萌えー[:揺れるハート:]

萌ゆるﾀﾞｽなぁ[:揺れるハート:]
全員分入ってるって言うし[:パー:]
あたくし頑張って働くｻﾞﾏｽ[:パー:]

あ。そろそろｶｰﾄｩﾝKAT-TUNが始まる!!!!
ほなおつ!!!!

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.18 Thu 届かぬ想い。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

眠れないのでﾌﾞﾛｸﾞ更新[:ぴかぴか:]
ｷﾝｷのﾘﾋﾟも終わり、やっと「ｲｯﾂ　ﾏｲ　ｿｳﾙ」をﾘﾋﾟって

おります[:ハート:]

いい!!!![:グッド:]

すごく良いです!!!![:グッド:]
あぁ。もう今日の２０時には「うたばん」で見れるんだよね???
うはぁー[:ハート:]
今回はどんな感じなんだろ???
もう前回とか爆笑だったし[:パー:]
なんか空（＠章大）と実況ﾒｰﾙしながら

笑った。笑った。

あ。あき（＠すばる）、[:メール:]ありがとね[:ハート:]（もっそい私信
まだ返事返してなくてｺﾞﾒﾝ[:悲しい:]
[:携帯:]の画像がいっぱいでまだ画像見てないんだよね[:悲しい:]
明日にはなんとか画像見ます[:揺れるハート:]

なんか時々すごく切なくなる[:悲しい:]
あたしがどんなに忠義のこと思ってもこの気持ちは

忠義に届くことはないんだなぁって思って。

そんなこともあって最近少し忠義離れをしてる自分がいて。

でもｼﾝｸﾞﾙのｼﾞｬｹ見て忠義のｿﾛﾊﾟｰﾄ聴いて

届くことのない想いだけど

それでも想ってみてもいいじゃないって思った。

なんかあたしがもどかしい日々を送ってる中で



忠義の身近な存在の人が居て。

どうして忠義は芸能人なんだろ???とか思ったりして。
でも忠義が芸能人だから出会えたのは確かだし。

こんなに本気で好きじゃなかったら

苦しくないのにと思ったりもする。

でも忠義の笑顔に救われることもたくさんあるわけで。

忠義から学んだこともたくさんあるし、

幸せをわけてもらってる部分もたくさんあって。

なんかそうゆうすべてがもどかしくて

落ち込んだり笑ったり。

あたしはどうして忠義の身近な存在に

生まれなかったんだろうって思ったりもする。

でもきっと身近な存在だったら余計な部分が見えすぎて

好きにならなかったかもしれないとかも

思ったりする。

あたしはどうしてこんなに忠義のことが好きなんだろ???
あたしから見えてる部分の忠義はすべて好き[:ハート:]
どこからどこまでが見えててどこからどこまでが

見えてないのかわからないけど[:悲しい:]
どうしてこんなに切ないんだろう。

どうしてこんなに苦しいんだろう。

もっと軽い気持ちで忠義のこと見れたら

どんなにﾗｸなんだろう。

大好きで大好きで苦しい。

息が止まりそうになる時もある。

涙が出て止まらない時もある。

ただそばに居たいだけなのに。

あたしが忠義のために出来る精一杯のことって何???
ＣＤやDVDや雑誌買ってﾗｲﾌﾞ行って
[:テレビジョン:]見て曲のﾘｸｴｽﾄして。
それだけ???
あたしが忠義のために出来ることってそれだけなのかなぁ???
何かしたくてずっと何かしていたくて

苦しい。

こんなあたしだけど好きで居させてください。

立ち止まるのが怖い。

忠義に会いたい。



今すぐ会いたい。

無理なのは百も承知。

それでも忠義の顔見て安心して眠りたい。

あたしの癒し。

風邪早く治してね。

ただただ会いたくて苦しくて。。。

山梨公演のこと思い出すと泣きそうになる。

あんなに近くてあんなに緊張して

今にも泣きそうだったあたしを

そっと癒してくれた忠義。

ありがとう。

これからもずっとずっと好きで居させてください。

届かない想いだってわかってるけど

好きで居られずには居られない。

どれだけたくさんのありがとうを言っても

足りないぐらい忠義が好き。

愛してます[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]



2007.10.18 Thu WHY???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

[:パソコン:]のﾒﾓﾘｰを地元の大型電気店で探したところ
２枚で２６０００円になるって言われたから

安いやつ探してたんですよ[:パー:]
そしたらｱｷﾊﾞの[:パソコン:]通販店で
２枚で１万円のﾒﾓﾘｰを発見!!!![:ハート:]
半額以下です[:ハート:]
普通は合わなかった場合保障はきかないんだけど

このお店は保障がきくの。

だからこのお店で買うことに決めました[:ぴかぴか:]
さすがｱｷﾊﾞだよね[:チョキ:]

つーかもうみんなNEWSｺﾝの申し込み来た???
あたしまだきてないんだけど[:悲しい:]
その代わりなぜかｱﾂﾋﾛくんと晃くんのﾃﾞｨﾅｰｼｮｰの申し込みのやつが

２通来たの。

WHY???[:パー:]
誰かあたしも!!!!って人居ます???
あたし、確かに昔ｱﾂﾋﾛくんのFCに入ってたこともあるし、
晃くんのﾃﾞｨﾅｰｼｮｰも行ったことあるのね。

それで２通きてるのかなぁ???って思ったんだけど。
ちなみに晃くんのﾃﾞｨﾅｰｼｮｰに行ったのは

今から６年ぐらい前で元担がﾊﾞｯｸについてたから。

最初、行くつもりなくて。

だって４万もするんだよ[:パー:]
でも友達がどうしても行こうっていうから

空（＠章大）と親に借金してﾁｹ買ったら

見事に花道横で。

しかもあたし達ﾊﾘｷﾘ隊だから洋服もﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ用に買って

美容院も行って。(笑
そしたら自担からｶﾞﾝ見いただきました[:ハート:](笑



あざーす!!!!

ﾏｼﾞ全然目線はずしてくれないから逆に焦った[:たらーっ:]
空はﾆﾔﾆﾔしてるし[:パー:]
まぁ、まぁ、そんな思い出もあるんですけど[:パー:]
ｷﾞｻﾞﾅﾂｶｼｽですなぁ[:猫2:]

あぁ。もうすぐうたばんですね。

いつもうちご飯が２０時ぐらいだから

ﾘｱﾙで見れないかなぁと思ったんだけど

今日、ﾏﾏﾝがお出かけなので

１９時ぐらいにご飯でなんとか自分の部屋に戻ってくることが

出来ました[:ハート:]
なのでﾘｱﾙで見れそうです[:びっくり:]
またうたばん終わったら書きますね。

そうそう、あたし、もっと気合い入れて書くことにしたの。

なんかずっと腑抜けなこと書いてたから

ちゃんと忠義に気持ちが届くよう

頑張って書こうって決めたの。

まぁ、まぁ、届くわけもないんですけど[:パー:](笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]



2007.10.19 Fri そっちの安田とｼﾞｬﾆｰﾃﾞｯﾌﾟ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日のうたばん、かなりｶｯﾄになってたみたいだね[:悲しい:]
詳しくはわからないけど

ﾃﾚｶﾞｲに標準語で料理を説明する部分があって

関西弁使ったら電流が流れるってやつやるみたいなこと

書いてあったもん[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
なんかどうも終わり方が中途半端だったなぁって

思ったんだよなぁ[:悲しい:]
でもすばるのｼﾞｬﾆｰﾃﾞｯﾌﾟと相変わらずのやっすんいじりが

面白くて。(笑
すばるは「ﾍﾝﾃｺﾋﾟｴﾛ」から「ｼﾞｬﾆｰﾃﾞｯﾌﾟ」に改名。（笑

やっすんはそっちの人の組合員が最近近づいてくるらしい。(笑
つーか。組合員って!!!![:パー:]
なんかやっすんにﾒﾝﾊﾞｰの中で誰が１番好き???とか
聞いてやっすんが「友達としてですよね???」
みたく再確認してたのがｳｹる。

で、やっすんがｼﾞｬﾆｰﾃﾞｯﾌﾟを選んだら

ｼﾞｬﾆｰﾃﾞｯﾌﾟの微妙な顔。(笑
ﾎﾝﾄは嬉しいくせに!!!![:パー:]（笑
で、やっすんとすばるが何か言うたびに

ﾎﾓ説をでっちあげるﾀｶさんが最高[:グッド:]
なんか今日はｼﾞｬﾆｰ大倉、おとなしいじゃんかとか

言われてるし。(笑
そんなに前回激しかったんですか???大倉さん[:パー:](笑
なんか「ｼﾞｬﾆｰ大倉」が浸透してて嬉しいみたいなこと言う

たちょんがｷﾞｶﾞﾝﾄかわゆす[:ハート:]
なんかヒナﾁｬﾝが「ﾎﾘ」って言われるたびに

あたしにはヒナﾁｬﾝが「ﾎﾘさん」にしか見えなくなって

きてて１人でこっそり笑ってました。(笑
あたしはヨコの「ﾉｯｸ三兄弟」のﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄが妙にツボで。(笑
あとなんで丸ﾁｬﾝだけ「しゃくれﾋﾞｰｽﾞ」でちょっと



男前なﾆｯｸﾈｰﾑなんだろ???（笑
なんか相変わらず亮ﾁｬﾝがｾﾝﾀｰで

めたんこﾋﾞｽﾞがかっこいいの[:ハート:]
なんか亮ﾁｬﾝって日に日にかっこよくなってく気がするのは

あたしだけですか???[:パー:]
あたしが錦戸担になる日は近いんですかねぇ???[:パー:]（笑
亮ﾁｬﾝ、「足の裏」から「ﾐﾈ」にあだ名変わってるし。(笑

何て???

ってもっそい言われてたなぁ。（笑

あ。で、歌の時の映像がわりと最近の映像みたいで

ヒナﾁｬﾝもすばるも髪短かった。

すばるは帽子かぶってたからよくわからなかったんだけど。

一瞬帽子取ったけど忠義みたいな髪型っぽかった。(笑
なんか忠義もﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄでｼﾞﾑに通ってるんじゃなくて

仕事でｼﾞﾑ通ってるとか謎の行動が多いし。

あたしの知らない間に随分いろんなことがあるようで。

ヒナちゃんが髪切ったのは知ってたけど。

すばると忠義が色違いの帽子かぶってたから

視力の悪いあたしはよくわからなかったでござるよ[:悲しい:]

あ。あとすばるのﾚﾝｼﾞｬｰ に書いてあった

「綺麗なお姉さんは好きですか???」だっけ???
あれって初回盤のｼﾞｬｹ写のすばるのことだよね???
あれはﾏｼﾞわからない。（笑

普通に綺麗だもん。(笑
あれはすばﾁｬﾝだからなせる技だよね。

章大もきっと可愛いと思うんだけど

章大は肩幅が広いじゃん???
だからやっぱすばﾁｬﾝだよね[:揺れるハート:]
他ﾒﾝじゃ大きいと思うし[:パー:]
きっとｵｶﾏﾊﾞｰみたくなっちゃうよね。(笑



昨日、ﾚｺﾒﾝ聴いてたら途中で寝ちゃって

気づいたらｵｰﾙﾅｲﾄﾆｯﾎﾟﾝやってた[:悲しい:]
たぶんあたしはほとんど忠義の声聞いてないよ[:悲しい:]
ﾈﾄﾗｼﾞで聴けばよかったんだけど

うちどうもﾈﾄﾗｼﾞの調子悪くて

それで全国放送になってからﾍﾞｯﾄﾞの中で聴いてたから

記憶があるのはつばﾁｬﾝのﾗｼﾞｵが始まったとこまで。(笑
昨日はﾎﾝﾄ油断してた[:悲しい:]
確かに早い時間に睡眠薬飲んでたんだけど

あたしそんな早く眠れることってないのね。

それなのに昨日は爆睡[:眠たい:]
ﾚｺﾒﾝに[:メール:]も送ろうと思ってたのに
それもうっかりしてたし[:悲しい:]
あたし最近油断しすぎでしょ???[:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
ﾚﾎﾟ探そうー[:悲しい:]

あ。で、ﾗｼﾞｵは２３時半から聴いてたのね。（ﾚｺﾒﾝじゃなくて

山梨ではその時間KAT-TUNのﾗｼﾞｵが聴けるのね。
それで噂の仁ﾁｬﾝとずんのすけさんの２ｼｮだったんだけど

仁ﾁｬﾝ、やる気ねぇー[:汗:]
なんか思いっきりずんのすけさんが空回りしてたもん[:悲しい:]
やっぱり心配してた通りの結果でした[:冷や汗:]
あの２ｼｮはﾄﾞﾗﾏの間ずっと続くのかなぁ???
なんか聴いてる方がﾄﾞｷﾄﾞｷするよ[:失恋:]

はぅ。わたくし、ついうっかりしておりました[:冷や汗:]
ﾃﾝﾌﾟﾚ、ﾘﾇったのはいいけど

来月は亮ﾁｬﾝと丸ﾁｬﾝの誕生日じゃないですか???[:パー:]
しかも丸ﾁｬﾝはちょっと遅めだからいいけど

亮ﾁｬﾝ、１１月に入ってすぐじゃない???
ってことは１０月末にはﾃﾝﾌﾟﾚ新しくしないと!!!![:悲しい:]
ﾏｼﾞでか???[:パー:]



何気にｽﾙｰしてしまおうかと企んでますけど何か???[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.21 Sun 大倉忠義への想い。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

最近ぐうたらしてるわけじゃないんですけど

体がいうことききません。

休みの日も夕方まで爆睡したりして[:眠たい:]
体のｻｲｸﾙが完全に繰るってます[:悲しい:]
今日も仕事に起きたのｷﾞﾘｷﾞﾘだったし[:パー:]
とにかく睡眠薬が猛威をふるってます[:悲しい:]
でもこれないと全く眠れないし[:悲しい:]

あ。あたしの妹分のひより（＠忠義）のﾘﾝｸを

追加しました[:ハート:]
仲良くしてあげてくださいねー[:ハート:]
まぁ、妹分って言ってもﾀﾒなんですけどね[:パー:](笑
なんてこった[:パー:]

あたしもっと忠義 のために

出来ること探して頑張ろうと思います[:グッド:]
あたしの中での最近の出来ることはﾚｺﾒﾝに感想[:メール:]送ることと
歌姫ｻｲﾄと有閑倶楽部ｻｲﾄに感想を書くことだったんですけど

昨日残念なことに歌姫見ていません[:パー:][:悲しい:]
そんなわけで感想もこのﾌﾞﾛｸﾞにｱｯﾌﾟしてないんですけどね[:悲しい:]
いきなりｽﾀｰﾄﾀﾞｯｼｭからこれじゃぁ思いやられますよね[:悲しい:]
最近自分のﾀﾞﾒﾀﾞﾒっぷりにｼｮｯｸを受けてます[:悲しい:]
なんか他のﾌﾞﾛｸﾞさん読むとすっごい忠義愛に溢れてて

すごいなぁって思います。

最近のあたしは忠義のために何か出来てるんでしょうか???
なんかわりと[:テレビジョン:]に出てるのに
すごく遠い気がします。

あたしはもちろん忠義が大好きですよ[:ハート:]
でもひよりも書いてたけどあたしも忠義離れをしてる



ような気がします。

だからひよりの気持ちすごくわかるし、

あたしもこのままじゃいけないなって思います。

忠義のことが嫌いになったわけじゃないけど

でもこうゆう時って復活する場合と

自然消滅するﾊﾟﾀｰﾝとあるでしょ???
それが怖い[:悲しい:]
あたしが大倉担じゃなくなったらあたしがあたしで

なくなってしまう。そんな気がします。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.21 Sun ただただ愛してる。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんかあたし、いろいろ考えてて

疲れてるのかなぁって。

仕事のこともそうだし、忠義のこともそうだし。

どっちも純粋に楽しめないってゆーか。

忠義はみんなの忠義なのにやっぱり誰かのものなのかなぁとか

いっぱいいっぱい考えて。

泣きそうになって。

踏ん張って。

いろんな噂聞いてｲﾔになったり

凹んだりしてそんな自分がｲﾔだったり。

忠義のことが大好きだから苦しくなる。

忠義だって男だもん、女友達だって

たくさんいると思うし、彼女ぐらいいるかもしれない。

いつもならそんな何気ないこと

笑って通り過ぎていくんだけど

最近そんなことばっかり考えて自分追い込んで。

笑えない。

あたしらしくないと思う。

あたし、２４歳にもなって中学生ﾚﾍﾞﾙなことで

悩んでるよね。（笑

大好きだから。

こんなに人を好きになることを教えてくれたのも

忠義だし、

こんなに誰かのことを愛しく大切に思うことを教えてくれたのも

忠義だったよね。

こんなに好きになるんじゃなかった。

今は苦しいよ。

つらいよ。

誰かにすがって泣きたい気分。

忠義に会いたい。

ただただ会いたくて苦しくて。



忠義の笑顔を間近で見たくて。

まひるのたわごとなんて笑い飛ばしてくれちゃってさ。

忠義離れなんて出来るわけないのに。

ただそう言って忠義に振り向いて欲しくて。

ﾊﾞｶだなぁ。あたし。

明日にはもっと大人なあたしで居たいな。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませてもらってます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.23 Tue １２月が怖い。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、NEWSｺﾝの案内来たんですけど
その中に１２月松竹座公演決定次第お知らせしますの

用紙が!!!!![:パー:]
もうだいたい予想はついてます。

忠義の大阪の人お楽しみにに結びついてるんでしょう。

まぁ、まだ正式発表がないので

あえて書きませんけど[:パー:]
あぁ。怖いなぁ。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
嬉しいけど[:お金:]ないよー[:悲しい:]
今からﾄﾞｷﾄﾞｷです[:ラブ:]

なんか昨日散々忠義に会いたいとか書いたくせに

いざ忠義に会えるかもしれないと思うと

怖いんです[:悲しい:]
なんかちょっとｶﾞｯｶﾘさせてしまうんじゃないかとか

わけのわからないことを思ってるんですけど[:パー:]
会いたいけど今のあたしに忠義を全力で受け入れるだけの

力がないんです[:悲しい:]
そんなあたしを見かねて空（＠章大）が[:ディナー:]に誘って
くれました。

空と久々に会って全部笑い話に出来たらいいなって

思います[:ぴかぴか:]
今週は忙しいから来週辺り行けたらいいなぁ。

ちなみに今週休日出勤なんですよねぇ。

木曜日。

何気こき使われてます[:パー:]
でも１２月にお休み欲しいからがむばる!!!![:グッド:]
忠義に会うのが怖いです。



好きすぎて嫌いになりそうってゆーのもあるし。

（↑意味がわからん[:パー:]
あぁぁぁぁあ。

あたしって何がしたいんだぁー!!!![:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
すごく励みになります。

ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.23 Tue 大倉忠義愛復活させて帰ってきます。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ちょっとの間、ﾌﾞﾛｸﾞお休みしようと思います。

なんかもういっぱいいっぱいで。

忠義のこととか自分のこととか

考える余裕がなくて。

あたしのことだから明日になったらｹﾛっとして

帰ってくるかもしれない。(笑
なのでしばらく待っててください。

きっと大倉忠義愛復活させて

帰ってきます。

ほなばいちゃらばい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

励みになるのでｺﾒﾝﾄいただけるとこれ幸い。

初めましての方も同担の方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.31 Wed 完全復活!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

お久しぶりです。

大倉担まひるですけどもー。

完全復活!!!!!

まひるたそ帰ってきますた!!!!!(○´艸`)
なんか今日の夜ぐらいまでずっとｳﾀﾞｳﾀﾞしてて

何もやる気が起きなくて

もうｦﾀ卒するのかなぁとか考えてました[:悲しい:]
でもなぜかこの１週間苦しかったんです[:悲しい:]
つらかったんです[:悲しい:]
忠義の顔見ても全然笑えなくて。

ぶっちゃけて言ってしまえば

２週間ぐらい前かなぁ。

忠義の繋がりって言われてる人のﾌﾞﾛｸﾞを読み始めたことが

きっかけです。

実際のとこはﾎﾝﾄかどうかはわかりません。

でもあちこちの掲示板でも書かれていて

見なければそれで済む問題だったんですけど

やっぱりﾌｧﾝ心理で読み始めてしまったんです。

もうその人はﾌﾞﾛｸﾞやめてしまったんですけど

そこに書かれてる忠義からの言葉に愕然としました。

もう何が嘘で何がﾎﾝﾄかなんてまひるには判断も

つかなくなってました。

それから忠義を見ても笑えなくなって

なんか所詮は遠い人なんだなぁって。

それが今日、寝るつもりでいたんですけど

何気なくむちゃ∞ﾌﾞﾘ見たんです。
久々にｴｲﾄを見て笑いました。



萌え属性のｹﾞｰﾑやってる萌え声の忠義にﾔﾗﾚました[:ハート:]
忠義見て笑いました。

なんかあたしは結局この１週間ｸﾞﾙｸﾞﾙと同じとこを周ってた

だけなんですよね。

大倉忠義の周りをｸﾞﾙｸﾞﾙと。(笑
苦しかったのも好きだったから苦しかったわけで。

ﾌﾞﾛｸﾞお休みしてる間に取り残されてしまうような

感じがしてそれも苦しかったです。

ﾌﾞﾛｸﾞを始めてからこんなに忠義のことで悩んだのは

初めてです。

みぁさんの言う通り好きだから近づきたくて

でも嫌われるのが怖くてってゆーのは当たってます。

あたしすごく臆病者なんですよ。

好きな人のことになるとついつい臆病になってしまうんです。

でも無事大倉忠義愛復活してよかったです[:ハート:]
もうﾎﾝﾄにﾀﾞﾒだって思う気持ちと苦しい気持ちで

いっぱいだったんですもん。

忠義のことを想うから苦しかったんですね。

なんか空（＠章大）とﾗﾝﾁした時も自分の忠義への

想いがうまく言えなくて結局忠義に関しては何も変わらなかったんですね。

なんか有閑倶楽部見ててあたしはヨコ担になりそうなぐらい

萌えてましたからね[:揺れるハート:]（笑
でもあたしはやっぱり大倉忠義が好きです[:ハート:]
これからも苦しんで悩んで笑ってたくさんのことを学んで

そして忠義のことを応援していくんだなぁって思いました。

またきっとこんな時もくるかもしれない。

でもまた乗り越えてずっとずっと好きで居たいな

って思います[:ハート:]



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

少しづつやっていきたいと思ってますので

気長にお待ちいただけると幸いです。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.10.31 Wed 好きだから苦しむんだ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目でし。

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、あたし単純だなぁと思って。(笑
昨日むちゃ∞ﾌﾞﾘを見るまではすっごいｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞで
気持ちがﾓﾔﾓﾔしててもうｲﾔだって思ってたんですよ。

もう好きだとか嫌いだとかも全然わからなくて、

とにかく苦しくて

なんか自分で意識してたわけじゃないけど

ずっと忠義のこと考えてた。

仕事の時も[:家:]にいる時も
何してる時もずっとずっと忠義のこと考えてて。

結局それって好きだから苦しいんだなって気づきました。

それに気づいたら無性に忠義が愛しくてたまらなくなりました[:ハート:]
あぁ。あたしって単純だなって思った瞬間でした。(笑

そんなわけで些細なことで動揺してしまうような

ﾁｷﾝなあたしだけどこれからもﾖﾛｼｸお願いします。

もうきっと大丈夫。

意外とお子ﾁｬﾏなまひるﾀｿなのでした。(笑
もうﾎﾝﾄ鼻で笑ってやって[:パー:]
もう福原まひるとしたことがﾀﾞｻｲ。(笑

でまぁ、ﾍﾟｰｼﾞを開くことも出来なかった雑誌が

溜まってるので今日頑張って読もうと思います[:ハート:]
あと今日ﾍﾟﾝを買ってきたのでお友達に手紙書こうと思います[:ハート:]
なんか実はもっと前から書こうと思ってたんだけど

なかなか書けなかったので。

えぇー。そんなわけで今は滝ﾂﾊﾞﾍﾞｽﾄを聴いてます[:ハート:]
そうそう、滝ﾂのﾍﾞｽﾄ買うと期間限定で５周年記念画像か

ご当地画像がもらえるんだけど



まひるたそ、ご乱心!!!![:パー:](笑
ご当地画像なんか選択しちゃったものだから

巨大ﾌﾞﾄﾞｳと一緒に写る滝ﾂの画像!!!![:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
もっとかっこいい画像だと思ってたのにー!!!![:悲しい:]
誰か滝ﾂのご当地画像選択した人は何の画像だったか

教えてください[:ぴかぴか:]
あ。そうそう、滝ﾂのその画像ってﾎﾝﾄは今日までの限定だったんだけど

期間が延びて１１月１４日だったかな???
ぐらいまでDL出来るそうなのでまだの人はぜし[:パー:]

あぁ。結局まだﾃﾝﾌﾟﾚ作ってないんですけど

亮ﾁｬﾝ、丸ﾁｬﾝ、B.Dﾘﾇをしないとなぁ。
ひっそりこっそり去年はやってません[:パー:][:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
でもまだ全然どんな風にしようかとか考えてないし[:悲しい:]

あぅあぅ。

昨日の清四郎もｶｯｺﾖｽだったよねぇ[:ハート:]
あの目潰しを寸止めしてる姿に萌え[:揺れるハート:]
でも格好はｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞﾚｽってゆーね[:てれちゃう:]（笑
ｷｬﾊｷｬﾊ。

ヽ(´Д｀*)ブ '`,、'`,、'`,、
ﾎﾝﾄ、ヨコ痩せてますますかっこよくなったよね[:ハート:]
あたしはヨコが大好きです[:ハート:]
Mｽﾃですっとこどっこいを噛んでるヨコが可愛くて好きです[:ハート:]
あたし、ﾎﾝﾄいつ横山担になってもおかしくないぐらい

今、ヨコがツボに入ってて。(笑
でも亮ﾁｬﾝも好きなんですけど!!!![:ハート:]
まぁ、まぁそうは言っても復活したてですし、

ここはやっかし大倉忠義さんですよね[:パー:][:ハート:]
ﾑﾊ[:てれちゃう:]

あ。今日、[:病院:]に行くので１５時半に早退したんですよ。



それが思った程[:病院:]混んでなくて
４０分ぐらいで終わったの。

だからいつもより早く[:家:]に着いたんだ。
なんかちょっと気が引けたけど。(笑
なので今日はもう１回ﾌﾞﾛｸﾞ更新する予定なんですが[:パー:]
ﾈﾀがないけど[:パー:]（ﾎﾞｿ

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休み中。

少しづつ始める予定なので

待っててくださいねーん[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.11.01 Thu 晃くんの１日も早い復帰祈ってます。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、Webでｱﾂ兄の日記読んで泣きそうになった[:悲しい:]
晃くんも水臭いよ。

２０年来の付き合いのｱﾂ兄に相談すればよかったのに。

１人で苦しんでるなんて水臭いよ。

ごめんって言ってるｱﾂ兄が妙に切なかった。

きっと１番ｼｮｯｸを受けてるのがｱﾂ兄だと思う。

確かに晃くんのしたことは認められることじゃないけど

あたしは晃くんの味方でいたい。

きっと晃くんも苦しかったんだと思う。

特に博貴とﾉｯﾃｨｰの復帰に協力してくださった先輩の１人なわけで。

博貴とﾉｯﾃｨｰが舞台で今までのことを話してる間、

きっと晃くんは後悔してたんじゃないかなぁ。

だからこそｱﾂ兄に話して欲しかった。

晃くんが１日でも早く立ち直れるように祈ってます。

なんか今日はやけに眠くて１度９時頃に起きたんだけど

その後瞬殺で寝てもうた[:眠たい:]
結局ｳﾀﾞｳﾀﾞしてる時間も含めて１７時まで寝た。

全く何時間寝てるんだか。ﾄﾎﾎでやんす。

でも寝ても寝ても眠い日ってあるよね。

（↑と言って自分を慰めるあてくし

ﾏｼﾞ今日眠いー[:汗:]
短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休み中。

ｺﾞﾒﾝなﾊﾟｲ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.11.02 Fri こじゃんと忠義が好きですきに。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

新しく飼ってるﾗﾝ丸がﾏﾒみたいな顔をしてるので

ひそかにﾏﾒ太郎と呼ばれてます[:ハート:]
ﾏﾒ太郎かわゆす[:揺れるハート:]
（↑溺愛[:パー:]

そう!!ﾃﾝﾌﾟﾚ、結局B.Dﾘﾇしたんだけど
もっそい気に入らないのですよ[:悲しい:]
でも今更作り直す気力もありませぬ[:パー:]
とりあえず丸ﾁｬﾝの誕生日までこれでいくぜよ[:パー:][:悲しい:]
なので突っ込まないでくだﾊﾟｲ[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)

あと「服部良一ﾄﾘﾋﾞｭｰﾄ」を未だに聴いてないことも

突っ込まないでくだﾊﾟｲ[:悲しい:]
買ったには買ったのよ[:パー:]
なのに一緒に買った滝つﾍﾞｽﾄは聴いていよいよ

ﾄﾘﾋﾞｭｰﾄか???って思ったところで
KAT-TUNのｱﾙﾊﾞﾑなんぞ聴いてます[:悲しい:]（ﾁｰﾝ
どんだけ浮気すれば気が済むんでしょうか???
あてくしは[:パー:]
今回「ｲｯﾂ　ﾏｲ　ｿｳﾙ」もあんまり聴いてないんだよね[:悲しい:]
なんかちょうど凹み時期と重なったから[:悲しい:]
買って１週間もしないうちに封印しちゃったし[:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
なので振りも覚えてなきゃ曲も覚えてないってゆーね[:悲しい:]
最悪だ[:悲しい:]
これから挽回していかなくちゃ[:ハート:]



ひっそりこっそり昨日２時間しか寝ていません[:パー:]
昨日、深夜に「ｽｸﾗｯﾌﾟ·ﾍﾌﾞﾝ」ってゆー映画がやってたんだけど

それ見てたの。

前から見たいなぁって思ってたから楽しみにしてて[:ぴかぴか:]
ちなみに誰が出てるかというと加瀬亮さんとｵﾀﾞｼﾞｮｰと栗山千明ﾁｬﾝ。

もうこの出演者だけで見たいと思ってた。

内容はﾊﾞｽｼﾞｬｯｸのﾊﾞｽの中で出会った３人の話なんだけど

加瀬さんとｵﾀﾞｼﾞｮｰが次々と世の中の憂さ晴らしを代行する

ｹﾞｰﾑをしていくお話。

なんか結構ｼｭｰﾙで面白かった[:ハート:]
あたしこうゆう現実味のない話が好きだったりする。

で、朝５時まで見ててそれから寝て７時に起きて

仕事行ったんだよ[:汗:]
昼間が１番眠かったけど今はそうでもない。

でもきっと２１時から２２時までの間が眠いと思うわー。

でも今日は大倉忠義愛復活して初めての歌姫だから

気合い入れてみないとね[:チョキ:]
また感想ｱｯﾌﾟ出来たらｱｯﾌﾟしたいと思います[:ぴかぴか:]
ただﾁｬﾝ、まひるたそ帰ってきますたよ[:ハート:]（笑
（↑ｲﾗﾈとか言われそう[:悲しい:]

あぁ。そうだ。昨日のうたばんうっかりしちゃって

録画してないし、見てもないんだよね[:悲しい:]
亮ﾁｬｰﾝ!!!![:ハート:]
気づいたら２１時で。

昨日なんて結局[:テレビジョン:]見たの
「ｽｸﾗｯﾌﾟ·ﾍﾌﾞﾝ」だけでﾄﾞﾗﾏ何も見てないんだよね[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
どうせそんな人です[:パー:]
そういや、昨日は夜、ﾃﾝﾌﾟﾚ作りをしてたんだった。

もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞもﾃﾝﾌﾟﾚやっと新しくしたんで

見てくだされ[:てれちゃう:]
なんか最近黒で作ってるんだけど

黒で作ると壁紙も黒っぽく作らないとﾊﾞﾗﾝｽ悪くて

それで昨日壁紙探してたんだけど

１度断念して元にﾃﾝﾌﾟﾚ戻して



それでやっと壁紙発見してﾃﾝﾌﾟﾚ新しくしたの。

しかも[:パソコン:]の調子悪くてﾏｲﾋﾟｸﾁｬが途中までしか
見られないし、しかも途中まで来ると１番上まで戻っちゃうし[:悲しい:]
それで２０回ぐらいやってたから必要以上に時間かかったと思う。

あ。そろそろご飯なのでｻﾗﾊﾞ[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

来週辺りからﾎﾞﾁﾎﾞﾁやっていきたいと思ってますので

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.11.03 Sat ２３ｔｈ!!!!

HAPPY BIRTHDAY
RYO NISHIKIDO
23th!!!!

亮ﾁｬﾝ、２３歳おめでとう!!!!
豆粒みたいに可愛かった亮ﾁｬﾝもすっかり

大人の男性ですね。

亮ﾁｬﾝの１本筋の通った男らしい性格が大好きです。

いつも忠義と仲良くしてくれてありがとう。

ｴｲﾄでは甘えたさん。

NEWSではﾒﾝﾊﾞｰを引っ張ってく亮ﾁｬﾝ。
両立は大変かもしれないけど

亮ﾁｬﾝは手を抜くことなく頑張ってきたよね。

これからもたくさん亮ﾁｬﾝの笑顔を見せてくださいね。

亮ﾁｬﾝの元にたくさんの幸せが舞い降りてきますように。

2007.11.3　福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます。



2007.11.04 Sun どんなに痛いﾔﾂだと言われても構わない。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

女の子の日で軽く死んでました[:悲しい:]
仕事を１９時で早退してさっきまで寝てました。

ﾏｼﾞでお腹痛いです[:悲しい:]

そんな中で「SP」をｶﾞﾝ見してました[:びっくり:]
ﾏｼﾞ岡田くんｶｯｹｰ!!!![:ハート:]
もうね、岡田くんはﾋﾞｼﾞｭｱﾙ的にもﾄﾞﾝﾋﾟｼｬなんですよ[:揺れるハート:]
で、やっぱり役者、岡田准一はすごいと思います[:ぴかぴか:]
なんかすごく繊細で細やかなお芝居しますよね。

ｼﾘｱｽなのからｺﾒﾃﾞｨまでなんでもこなせるじゃないですか???
そうゆう面ですごく尊敬しています[:ハート:]
まぁまぁそんなあたしは剛つんが１番好きだったりする

最低なﾔﾂなんですけども[:悲しい:](笑
でも岡田くんも同じぐらい好きです[:ハート:]
あぁ。やっぱｼﾞｬﾆｰｽﾞってすごいですよね。

普段ちょっとｼﾞｬﾆｦﾀってゆーと小ﾊﾞｶにされがちじゃないですか???
でもあたしは誇りを持ってｼﾞｬﾆｦﾀやってます[:ぴかぴか:]

なんか最近すっかりﾄﾞﾗﾏ漬けの日々を送ってます[:てれちゃう:]
あたしにしては珍しいんですけど[:パー:]
働きﾏﾝとかも面白くてなんか仕事に対しての

姿勢なんかを勉強することが多くて

しかもすごくｼﾞｰﾝとするｾﾘﾌが必ずあるんですよね。

仕事って大切だなぁって思いますね。

あたしも働きﾏﾝにちょっと憧れますね。

でもあたしもどっちかというと恋愛ﾍﾞﾀなので

そこはなんとかしたいなぁって思うんですけど。(笑
でも当分忠義以外に好きな人は現れそうにありません[:悲しい:]
もちろんﾘｱ恋に興味がないわけじゃないんです[:パー:]



でも今は忠義のことを本気で応援したいって思うし、

新しい彼氏を作るっていう気持ちになんとなく

なれないんです[:悲しい:]
それはあたしがまだ元彼のことを忘れたわけじゃないんで[:パー:]
(↑忠義にﾏｼﾞになりすぎてお別れした彼氏です[:パー:]
彼氏を作るのなら元彼とよりを戻す方が···って思うんですよね。

なので当分彼氏も出来そうにないです[:悲しい:]
結婚も３０歳までに出来たらいいなぁって

思うんですけどだったら今彼氏がいないと無理くさいですよねぇ[:悲しい:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
忠義がいい男過ぎるのが罪なんですって[:パー:]
あぁ。でも今日は岡田くんの夢見ちゃいそうな気分です[:揺れるハート:]

あぁ。この現実味のないあたしの恋愛感[:悲しい:]
自分でもいくら忠義のこと好きでも叶わない恋だって

十分承知してます。

それでも好きなんです。

気持ちが抑えられないんです。

痛いｦﾀｸだってのも承知です。

でもでも大好きなんです[:ハート:]
忠義のことで切なくなるのもたびたびです。

それでもずっと応援していきたい人なんです。

まひるにとって大切な人なんです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]



2007.11.04 Sun ﾏﾒﾁｬﾝ&#9829;

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾏﾒﾁｬﾝの寝顔を障子の隙間から覗いて

(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲって言ってるﾏﾏﾝが１番可愛いと思うのは
あたしだけですか???[:パー:]
ﾏﾒﾁｬﾝはすでにお手とおかわりとお座りを

覚えました[:拍手:]
ﾃﾞﾍ[:てれちゃう:]
ﾏﾒﾁｬﾝ溺愛[:ハート:]

あぁぁぁぁぁあ。

亮ﾁｬﾝ の誕生日のお祝いどうしよう。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
何気明後日のお祝いになっちゃうし、

やることいっぱいあるからｹｰｷ屋さんに行ってる暇がないんだよなぁ[:悲しい:]
[:病院:]行って、NEWSの[:CD:]買って
ﾒｰﾙの返事返して

ｺﾒﾚｽもそろそろ始めないとだいぶ放置だし[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
なんかさすがに火曜日になってるといいかな???
って気持ちになってるあたしはeighter失格ですか???[:パー:]
だって９月組のお祝いもしてないし[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
なんか何気１１月組の誕生日ﾘﾇをしたのも

初めてだしな[:悲しい:]
どんだけ〜???[:パー:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休み中でうｓ。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.11.06 Tue 濃ゆくないけど深い愛。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ｽﾏｽﾏに小栗ｱﾝが!!!!![:パー:][:ハート:]
斗真と一緒に出た時以来じゃないですか???
もっそいﾃﾝｿﾝ上げ上げでしたよ[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
ｳｷｬ[:ハート:]
あぁ。そうだ。休みの日に「ｸﾛｰｽﾞ」観に行きたい[:ハート:]
でも明日[:あめ:]だし[:悲しい:]
明日はﾋｯｷｰｹﾃｲ[:ハート:]
明日は早く起きれるかなぁ[:ぴかぴか:]
( ·д⊂ヽ゛
ｺﾒﾚｽ随分やってないからそろそろ手をつけないとﾔﾊﾞｽ[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)

つーか今日はすでに眠いのです[:眠たい:]
仕事から帰ってきてｽﾏｽﾏ見ながら半分寝てた[:眠たい:]
なんか３〜４日睡眠時間が短くて。

なので今夜は爆睡しそうです[:眠たい:]
週末は１２時出勤なので結構ゆっくり寝ていられそうなんだけど

それでも朝８時ぐらいから起きてるし、

前日寝るの３時ぐらいだから眠いんだよね[:悲しい:]
もう夕方ぐらいになると眠くて眠くて[:眠たい:]
頭ﾎﾞﾝﾔﾘしています[:悲しい:]

なんか特に忠義ﾈﾀもないんですが[:パー:](笑
あ。そういえばまだBiDaN買ってないのよ[:パー:][:悲しい:]
最近ヨコﾁｬﾏにﾊﾏってるから買いに行かなくちゃ[:揺れるハート:]
もう毎週有閑倶楽部が面白くて[:ハート:]
ヨコﾁｬﾏのｱｸｼｮﾝｼｰﾝが大好きです[:ハート:]
あ。全然関係ないんだけど

急にanegoが見たくなった[:びっくり:]



黒沢くん良かったわー。

なんかﾁｯｽは衝撃だったけど。(笑
で。あたしの疑問。

世間的には亀ﾁｬﾝと仁ﾁｬﾝではどっちの方が人気あるの???
なんか亀ﾁｬﾝ、また日ﾃﾚ系でﾄﾞﾗﾏ決定したって聞いたんだけど。

ﾏｼﾞですか???[:パー:]
週末だと見れないから平日にやって欲しいです[:悲しい:](切実

考えたらここ３週、歌姫の感想ｱｯﾌﾟしてないよね???
やっぱり出来るだけ感想はｱｯﾌﾟしたいと思います。

忠義の記念すべき連ﾄﾞﾗ初出演だし、

後々読み返せるように感想はｱｯﾌﾟしたいと思います。

まぁ、実は２４時１２分から「死化粧師」を見てるので

なかなか感想がｱｯﾌﾟ出来ていないのです[:悲しい:]
ただﾁｬﾝ、ｺﾞﾒﾝね[:悲しい:]
なんか最近のあたし手抜きしてるなぁ[:悲しい:]
年が明けたらあたしが忠義のことを好きになって

７年になります。

担歴は４年目になるんだけど

何気、愛が衰えません[:ハート:]
何度もつらくてｦﾀ卒しようと思ったこともあるけど

結局現在に至ります。

結局好きなんですよね。

ｱﾌｫだから。(笑

まとまりない文章だけど

おつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]



2007.11.06 Tue なんだかなぁ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ヨコと忠義のｿﾛｺﾝがあるってずっと噂で流れてて

ﾄﾞｷﾄﾞｷしてたんだけど

結局ヨコだけでしたね。

なんか悲しさ半分ほっとした部分半分って

感じですかねぇ。

１２月に大阪行く[:お金:]の余裕もなかったし
まして[:チケット:]当てる自信もなかったし[:悲しい:]
どんだけﾁｷﾝなんですかねぇ[:たらーっ:]
だってだってただﾁｬﾝの一言に踊らされたあてくしなのでした[:悲しい:]
ただﾁｬﾝのﾊﾞｶﾊﾞｶﾊﾞｶ[:失恋:]

NEWSの[:CD:]買ってきました[:ぴかぴか:]
なぜか初回と通常両方なんですけど[:パー:]
「pacific」いい!!!!![:グッド:]
やっぱり亮ﾁｬﾝの「code」がすごく好き[:ハート:]
あたし亮ﾁｬﾝの甘甘な歌い方好きだし[:ハート:]
亮ﾁｬﾝの書く詞の世界も好きだし[:ハート:]

なんかあたし、今日やる気ないです[:悲しい:]
すみません[:汗:]
なんか眠くて頭ﾎﾞﾝﾔﾘしています。

しかもHEY3と女神のｱﾝﾃﾅ録画失敗しました[:悲しい:]
最悪です[:悲しい:]
ｼｮｯｸです。

うたばんに続いての悲劇です[:悲しい:]
もうｲﾔｲﾔｲﾔｲﾔ[:悲しい:]

なんだかなぁ。



ｺﾞﾒﾝなさい。

もう今日はこれにて。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.11.07 Wed １０年先も愛していきたい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

某映像ｻｲﾄで忠義とかｴｲﾄの映像見てて

もうすごい涙出てきて。

あぁ。あたしこの人のことずっと見てきたんだ。

大好きなんだって思ったら

涙が止まらなくてすっごい切なくて。

６年間見てきてそっか忠義はまだ１６歳だったんだなぁ

って思ってあたしも若かったしと思った。

あたしの中での忠義の歴史があって

それが一気に頭の中でｸﾞﾙｸﾞﾙと回転してて

苦しいこともたくさんあったし、

楽しいこともたくさんあって

それでもずっと見続けてきたんだなぁって。

もうもう大好きです。

やっかし大好きです。

今日、むちゃ∞ﾌﾞﾘを見てて
忠義がｶﾞﾗｶﾞﾗﾄｰｸでｹﾞｽﾄの槙原さんに

「もう恋なんてしない」をｱｶﾍﾟﾗでﾘｸｴｽﾄしたんだけど

快く歌ってくれてむっちゃ涙出そうになった。

やっすんは泣いてたけど。(笑
忠義のすっごい感動してる姿がなんか妙にｳﾙｳﾙしてしまった。

なんか今日のあたし涙腺弱いみたいです。

忠義のことが大好きで大好きで

どうしようもないぐらい大好きで

あたしはこの先１０年も忠義のことを見続けたいと思った。

こんなに好きで居させてくれてありがとう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


2007.11.07 Wed 果てしない大倉忠義愛。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、「spirits!!」見てから寝たのね。
もう半分ぐらいで眠くて眠くて寝ろよ!!!!![:パー:]
って感じだったんだけど結局最後まで見た[:びっくり:]
この城Hの前夜祭は今でもよく覚えてる。
博貴がいなくなって初めてのﾗｲﾌﾞだったから

ｴｲﾄﾒﾝも不安だったろうし、eighterも不安だったことを。
でもその前のWebのﾚﾝｼﾞｬｰで忠義が
俺たちが現実忘れさせるぐらい頑張るからみたいな

発言をしてすごくﾄﾞｷﾄﾞｷだったんだよね。

だからｴｲﾄが頑張ってることにも涙したし、

あぁ。ﾎﾝﾄに博貴がいないんだってことにも涙したんだよね。

前夜祭２日間行ったんだけど

初日に忠義のﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑ見て感動してすごいなぁって思ってて

ﾎﾃﾙに帰って夜[:テレビジョン:]見たら
石川直さん(忠義の師匠）が出てて今日見たまんまのことを
石川さんがやっててすっごいすっごい感動したんだよね。

石川さんにも感動したし、あそこまで出来た忠義にも

感動したの。

相当練習したんだろうなぁって思って。

その[:テレビジョン:]を見ての次の日のｵｰﾗｽ公演だったから
余計に感動したのをよく覚えてる。

懐かしいなぁ。

忠義がﾄﾞﾗﾑを自分の武器と思えるように

なった頃のﾗｲﾌﾞだよね。

なんかやけにそれが嬉しかった。

あたしもﾄﾞﾗﾏｰだからﾄﾞﾗﾑの面白さをわかって

もらえたのがすごく嬉しかったし。

それからの忠義のﾄﾞﾗﾑﾃｸはめきめきと上達して

いったよね。

そんな忠義が大好きだった。

誇りだった。



それは今でも変わらない。

過去形で書いたけど現在進行形だし。(笑
あぁ。この時も忠義大好きだったんだなぁと

改めて思った。

「明日」と「Name of Love」が大好きだった。
何度も何度もﾘﾋﾟって見たっけ。(笑
最近あんまりﾘﾋﾟって見ることがなくなって

そういう意味では愛が薄れたのかなぁと

ちょっと不安になるけど

でも忠義の涙してる姿見てやっぱりｳﾙｳﾙしてしまったし、

昨日は久々にﾘﾋﾟﾘﾋﾟしたよ。(笑
眠かったけど!!!!![:悲しい:]
結局朝５時ぐらいまで見てたもん。

また睡眠２時間ｺｰｽです[:悲しい:]
そんなわけであたしは今日は早く寝ます。

ｶｰﾄｩﾝKAT-TUNも見ないで寝ます。
２１時前には寝たいと思ってます。

あたしそういえば忠義が歯を矯正する前のﾋﾞｰﾊﾞｰﾁｬﾝだった

忠義も好きだったな[:ハート:]
あたしは忠義の口角ｷｭｯｽﾏｲﾙも好きだけど

やっぱり大口開けて豪快に笑う忠義が好きだった。

今はなんとなく寂しいです。

でも忠義の口角ｷｭｯｽﾏｲﾙに癒されます[:ハート:]
忠義ってﾎﾝﾄ見てて和むし、

ﾗｲﾌﾞになるとすごくｶｯｺｲｲとこたくさん見せてくれるし、

あたしはそうやって忠義からﾊﾟﾜｰわけてもらってるんだなぁ

って思います。

亮ﾁｬﾝに気持ち悪いって言われたけど(笑
あたしは忠義の指先までしなやかなﾀﾞﾝｽが大好きだし、

低めのﾄｰﾝで歌ってる時の忠義も萌え声で歌ってる

忠義も好きだし、すっごいかっこよくﾊﾟﾜﾌﾙに

ﾄﾞﾗﾑ叩いてる姿も大好き。

とにかく大倉忠義を全身全霊で

愛していきたいのです。



なんか今日の日記気持ち悪くてすみません[:汗:](笑
なんかドン引きだよね。(笑

すんません。

「spirits!!」見てﾃﾝｿﾝ上げ上げだったもので[:上向き:][:上向き:][:上向き:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]
JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.11.08 Thu (◎皿◎)ﾅﾝﾃﾞｽﾄ!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんかめっちゃ眠いです[:眠たい:]
頭ﾎﾞﾝﾔﾘしてることが最近多いですね[:悲しい:]
まずお詫びしたいことがあるんですが

ここ３日ぐらいの日記でまひるの担歴の話を何度となく

書きました。

それが自慢ですか???と今日ｺﾒﾝﾄいただいたので
不愉快に思われた方がいらっしゃったんだなと思って

お詫びいたします。

ｺﾞﾒﾝなさい。

言い訳になっちゃうんですけど

自慢というか最近相方とそんな話になったんで

なんとなく過去を懐かしんで書きました。

あたしは担歴長いとか短いとかは関係ないと

思ってます。

その人の応援の仕方が大事だと思っています。

ﾎﾝﾄにすみませんでした。

さてさて話は変わるんですが

super junior（韓国ｱｲﾄﾞﾙ）の２集（ｾｶﾝﾄﾞｱﾙﾊﾞﾑ）をすでに買ったんですけど
また１１月末にﾘﾊﾟｯｹｰｼﾞで発売すると言うのです。

しかも今度はDVD付きです。
鬼です。悪魔です。

ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
たぶんあたしは買えません[:悲しい:]
１集の時もﾘﾊﾟｯｹｰｼﾞが出てDVD付きだったんで
買ったんですけど[:CD:]はもちろん同じ内容なんですよねぇ。
ﾃﾞｰﾌﾞｲﾃﾞｰ欲しいじゃんよー。

韓国では[:CD:]はあんまり買わなくてDLして聴くものらしいです。
それでたぶんこうゆうことになってるんだと

思うんですけど[:パー:]



ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
ひ、ひどい。

１１月から１２月は極貧なんだって[:パー:]

なんか結局ﾌﾟﾚｿﾞﾝのDVDお蔵入りが決定しましたね[:悲しい:]
当然の結果だと言えばそれまでなんですけど

なんか博貴とﾉｯﾃｨｰの復帰作だっただけに

衝撃も大きいですよね。

晃くんは少年隊さんの歴史にも傷をつけてしまったことになるし。

何か問題を起こせば１人の責任じゃないことは

博貴とﾉｯﾃｨｰの事件で学びました。

それだけに痛いですね。

あ。まだ「weeeek」のPV見てないやー。
あたし驚愕の事実言ってもいいですか???
驚かないでくださいね。(笑
慶ﾁｬﾝとﾏｯｽｰの区別がつきません[:パー:][:悲しい:]
（↑素。

まひるさん、NEWSの[:CD:]全部持ってますよね???
大丈夫ですか???
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
だってだってNEWSの[:CD:]は持ってるけど歌ってるとこ
あんまり見たことないんだもん[:悲しい:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
どんだけ他Gに興味ないんだ???あたしは。
そんなわけで勉強してきまーす[:ハート:]
だってだってKAT-TUNのﾃﾞﾋﾞｭｰの時のDVDもまだ見てないもん。
（↑素。

どんだけ〜???

今日はｴｲﾄの話してないなぁ[:悲しい:]
まぁ、そんな日もあるさってことで[:パー:]



今から「weeeek」見てきます[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

何気放置しててすみません。

お返事は遅くなりますが

必ずお返事しますので

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]
JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.11.09 Fri 大倉忠義に恋する乙女。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日お風呂から出る時に思いっきり

ﾄﾞｱの取っ手に背中をぶつけて激痛の走ってる

まひるです[:悲しい:]
ﾏｯﾊﾟで悶絶しましたもん[:悲しい:]（笑
あぁ。ただﾁｬﾝに見られてなくて良かった[:ハート:]
（↑問題はそこか[:パー:]

なんか無性に眠いんだよねぇ。

昨日も眠かったんだけど

結局寝たの３時で７時には起きてるから

４時間睡眠。Σ(ﾟДﾟ；≡；ﾟдﾟ)
とにかく早く寝たい。

と毎日言ってるんですけどねー[:悲しい:]
結局最近は早くて３時。

最悪５時だもんなぁ[:悲しい:]
あたし過労死するんじゃないのかなぁ???[:悲しい:]
(↑ぜってぇしねぇ[:パー:]
大丈夫。ｴｲﾄﾒﾝの方が働いてるから[:パー:]
あたしのはただの夜更かしだから[:パー:]
昨日ｱﾌｫみたいに寝てるし[:眠たい:]
昨日はきっと疲れが出たんだろうな。

ﾏｼﾞ今日眠いよぅ[:眠たい:]

なんか亮ﾁｬﾝｿﾛの「code」の
「今以上を欲しがる僕は　世間知らずのｶﾞｷですか？」って

とこが妙に耳に残る。

なんか相手は年上の女の人かなぁ???とか
思うし。

ｳﾊ[:ラブラブ:]



はい[:パー:]はい[:パー:]
年上女子です[:パー:]（笑
（↑今絶対ｲﾗﾈって言ったよね???[:パー:]
年上女子とか言ってるけど絶対あたし

精神年齢、亮ﾁｬﾝより低いよ[:パー:]
しかも年１ｺしか違わないし[:パー:]
亮ﾁｬﾝの方が絶対大人だよなぁ。

はぅ!!!!
なんであたしは一生懸命亮ﾁｬﾝの許容範囲内に入ろうとしてるんだ???
あたしにはただﾁｬﾝっていう王子様が（ｳﾌﾟﾌﾟ

いるって言うのに。

最近ｼﾞｪｰﾑｽって言うんですけどね[:ハート:]（笑
とか言ってみるのは自由よね???
どうぜただﾁｬﾝに相手にもされないあてくしですから[:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
なんか恋って切ないね[:揺れるハート:]
なんて何乙女なｾﾘﾌ言っちゃってるんだかって感じで

すんまそん[:汗:]

じゃ、歌姫までいったん寝ます[:眠たい:]
歌姫ﾚﾎﾟ書けたらｱｯﾌﾟしますね[:ハート:]
ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると泣いて喜びます[:てれちゃう:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]
JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.11.10 Sat 歌姫第５話。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

歌姫第五話。

久々に感想書きます。(笑
なんか太郎は完全に鈴のこと意識してますよね。

でもきっと記憶が戻った時に

鈴のことを忘れてしまっているのが怖いんでしょう。

そしてｼﾞｪｰﾑｽ。

良い人過ぎます。(涙
なんかｼﾞｪｰﾑｽは雑誌で見るよりもTVで見る方が
ずっとずっと男前です。

なんかこれからもｼﾞｪｰﾑｽは太郎の世話を焼き続けて

欲しいなって思います。

なんかｼﾞｬｽﾞ喫茶歌姫で太郎が鈴に話したかったことって

何でしょう???
すごく気になります。

鈴にとって良いお知らせだったらいいなって思います。

もうﾎﾝﾄに鈴の切ない気持ちがひしひしと伝わってきて

胸がｷｭｰﾝとします。

とうとう太郎の過去を知る女、美和子の登場により

ますます切なくなっていきそうな予感です。

鈴の誕生日祝いの時に真っ先にﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｰを歌いながら

登場したｼﾞｪｰﾑｽが可愛くてｷｭﾝ死しそうでした♥

あと海辺で鈴のことを一生懸命話すｼﾞｪｰﾑｽが

むっちゃ可愛らしかったです。

裸足でう○こ踏むぐらいって···｡(笑
そんな例えがすごく可愛くて

忠義の萌えｷｬﾗが生かされてるﾄﾞﾗﾏですよね。

もうﾎﾝﾄあっという間にﾄﾞﾗﾏの中盤なんだなぁって

改めて思いました。

これからも最終回に向けてｼﾞｪｰﾑｽは自分の夢と

太郎ﾁｬﾝの世話を焼いて欲しいです。(笑
でも太郎ﾁｬﾝ、すっごい男前であたしまで惚れちゃいそうです。



でわでわ。

頭痛いのでこの辺で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休み中です。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいています。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.11.11 Sun ﾏﾒﾁｬﾝ、ｺﾞﾒﾝね。

昨日のお昼頃、ﾏﾒﾁｬﾝが亡くなりました。

ﾊﾟﾊﾟﾝが畑で使ってる農薬を飲んで亡くなりました。

まひるが仕事に行く時まで元気にしてたのに。

帰ったらﾏﾒﾁｬﾝがいませんでした。

ﾏﾏﾝと２人で泣きました。

ﾏﾏﾝの背中とんとんしながら２人で泣きました。

ﾊﾟﾊﾟﾝは責任感じて昼間からお酒飲みながら泣いてたみたいです。

部屋に帰ってからも涙が止まらなくて

結局一睡も出来ませんでした。

ﾏﾒﾁｬﾝがうちに来てから１ヶ月と２日目の日でした。

まだ思い出すと涙が止まらないけど

でもあたしが元気出さなきゃﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝが１番

ﾏﾒﾁｬﾝを溺愛してたから。

ﾏﾒﾁｬﾝはもう戻ってこない。

なんでﾏﾒﾁｬﾝの届く範囲に農薬なんて置いておいたんだろう。

それだけが悔しくて。

ﾏﾒﾁｬﾝは福原家にとって最大の癒しでした。

ありがとうﾏﾒﾁｬﾝ。

助けてあげられなくてｺﾞﾒﾝね。

ﾏﾒﾁｬﾝ安らかに眠ってね。



2007.11.14 Wed 常に全力じゃないといけないんですか???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

気分転換にﾃﾝﾌﾟﾚ変更しました。

うん。まだﾏﾒﾁｬﾝのこと立ち直ったわけじゃないけど

いつまでも泣いてても仕方がないんだなぁって

思いました。

今日のお昼までﾏﾒﾁｬﾝの居た場所にご飯とおやつが

お供えしてあったんですけど

ﾊﾟﾊﾟﾝが見るといつまでも悲しいから

置くのやめて欲しいってことで

置くのやめました。

でもあたしはﾏﾒﾁｬﾝのことを忘れることはできません。

すごくすごくﾏﾒﾁｬﾝに助けられた部分あるし、

大好きでした。

ﾎﾝﾄにありがとう。

ﾏﾒﾁｬﾝ。

話変えますね。

今日、しぃか（＠忠義）のﾌﾞﾛｸﾞ見たんですね。

しぃかが最近大倉担としてよりもｴｲﾄ担として

ｴｲﾄに接してる。

忠義離れをしてるっていう状況で。

まぁ、それをﾌﾞﾛｸﾞに書いたら不快だって

ｺﾒﾝﾄした人がいたらしくて。

あたしはなんで???って思いました。
別にしぃかのﾌﾞﾛｸﾞだし、しぃかが例え忠義離れをしてて

それをﾌﾞﾛｸﾞに書くことがいけないことなんでしょうか???
あたしは全然しぃかは悪くないと思います。

人間誰しも気持ちが離れる時ってあるし、

それをﾌﾞﾛｸﾞに書いて何が悪いんですか???
気持ちが離れてるのに無理して好きだって

書かなきゃいけないんですか???



それはおかしいと思います。

大倉担というよりｴｲﾄという空気が好きだって

言って何が悪いんでしょう???
あたしにはｺﾒﾝﾄした人の意図がわかりません。

いつでも全力で担当を応援してないといけないんでしょうか???
あたしだって時々忠義から気持ち離れる時あるし、

それをﾌﾞﾛｸﾞに書いたりもします。

それのどこがいけないんでしょう???
自分の気持ちに正直になることの方が

よっぽど勇気がいるとあたしは思います。

今日の有閑倶楽部も面白かったですね[:ハート:]
有閑倶楽部も原作を読んでる方には賛否両論みたいなんですけど

あたしはすごく好きです[:ハート:]
今日はもう清四郎に萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]させられました。
眼鏡にｽｰﾂ!!!!![:ハート:]
確かにむちゃ∞ﾌﾞﾘでも眼鏡にｼﾞｬｹｯﾄ姿ってあるんですけど
今日のｴﾘｰﾄ感[:ハート:]
ﾑﾊ[:ラブラブ:]
たまらんですばい!!!!![:ハート:]
なんかちょっとｲﾔなﾔﾂの清四郎もそれはそれで応援して

しまうｦﾀｸの性。

ｱｸｼｮﾝｼｰﾝはちょっとﾌﾞﾁ切りの映像で

なんかもっとﾘｱﾙ感が欲しかったんですけど

でも満足です[:ハート:]
通常の清四郎だったら魅録よりも強いってことですよね???
ｳﾊ[:ときめき:]
鼻血ものですね[:ラブ:]
なんか清四郎の師匠が出てきた時は

やっぱすっげ!!!!って思いました。
そんな妙なとこで感動してしまうあたしはおかしいですかねぇ???(笑
でもやっぱりｴﾘｰﾄ清四郎もｶｯｺｲｲけど

有閑倶楽部の仲間でいる清四郎が１番好きです[:ハート:]

それでむちゃ∞ﾌﾞﾘ。



ヒナﾁｬﾝと忠義のﾛｹだったんだけど

忠義何もしてませーん[:悲しい:]
ヒナﾁｬﾝのﾗｯﾌﾟに巻かれた姿は爆笑ものだったんですけど[:パー:]
あたしはてっきりそれを忠義がやると思ってたので

楽しみにしてたんですけど

ヒナﾁｬﾝでしたね。

なんかﾏﾈｷﾝみたくてめっちゃ笑った。

あと水に浮かんでるやつもヒナﾁｬﾝ引きの映像で

全く持ってヒナﾁｬﾝがやってる意味がありません[:悲しい:]
ｶﾒﾗﾏﾝさんの完璧趣味ですよね???
ヒナﾁｬﾝ溺れそうになっててちょっと笑いました。

それを水際で見てる忠義、ちょっと寂しそうでした。(笑
ｽﾀｼﾞｵではすばるややっすんがｴﾛｲなぁを連発!!!!![:パー:]
なんかあたしはﾘｱﾙに想像してしまった。(爆笑
だってｴﾛｲｴﾛｲってゆーんだもん[:パー:]
なんかちょいｴﾛな感じのﾛｹって必ずと言っていいほど

ｹﾞｽﾄにｴﾘﾛｰｽﾞさん出てますよね???
なんかｴﾘﾛｰｽﾞさんがﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰでｳｫｰｷﾝｸﾞしてる

映像もっそいｴﾛかったんですけど無事ですか???
まぁ、まぁ、ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰってﾉｰﾌﾞﾗだったりするから

結構過激なんですけどね[:ラブ:]
あ。あたしすばるが髪切ったの忘れてて最初進行役が

忠義かと思ったｵﾊﾞｶさんです[:悲しい:]
今日、ヨコお休みだったんですねぇ。

なんかやっぱり１人でも欠けると寂しいものです。

もちろん博貴も。

やっかしやっかし８→１なんだなぁって思いました。

あたし、前よりも忠義への気持ちが落ち着いた気がします。

もちろん忠義のこと好きですよ。

誰よりも。

でも前ほど好き[:ハート:]好き[:ハート:]って思うことが
減った気がします。

今は忠義よりﾏﾒﾁｬﾝのことを考えてる時間の方が多いし、

忠義への気持ちがさめたわけじゃないです。

[:テレビジョン:]見ればやっぱり萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]するし。



大好きだなぁって思います。

でも忠義があたしのすべてではないんです。

仕事もあったり家族のこともあったり

友達のこともあったり考えることがたくさんあって

すべてではないんだなぁって思います。

でもそれでいいと思ってます。

忠義はあたしのすべてではないけど

あなたが居なくなったらすべてが崩れてしまう。

それは前からも言ってる通りなので

やっぱり忠義は大切な存在なんです。

忠義に支えられて生活してると言っても過言ではありません。

でもあたしは忠義か相方の空（＠章大）を選ぶかと

言われたら空を選んでしまうだろう。

そのぐらいあたしには空が大切な存在だし、

空がいるから大倉担続けていられる部分たくさんあるし。

ちなみにあたしはﾚｽﾞじゃありません[:パー:](笑
至ってﾉｰﾏﾙな美形男子大好きっこでございます[:ハート:]
でも空だけは今までの誰とも違う大切な心友なんです。

あたしはたぶん恋愛より友情を選択してしまうﾀｲﾌﾟなのかも

しれませんね[:たらーっ:]
だから恋愛ﾍﾞﾀって言うんですけど[:パー:]

長くなりましたね。

今日はこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

ﾌﾞﾛｸﾞお持ちの方はｱﾄﾞﾚｽ載せていただけたら

ﾌﾞﾛｸﾞの方にお伺いします。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.11.15 Thu 愛されたい。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

[:パソコン:]の調子が悪くて
６時間ぐらいｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰがｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄして

再起動してってことを繰り返していて

やっと直ったのでﾌﾞﾛｸﾞ更新します[:ぴかぴか:]
でも今ﾒﾓﾘｰが足りなくてｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰ2006を使ってるんですけど
ｻﾎﾟｰﾄが今年の年末までなのでそれまでにはﾒﾓﾘｰ増設して

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟしないとﾀﾞﾒみたいです[:悲しい:]

最近なんだかなぁって思うことが多くて

悩みます。

あたしも時々ﾌﾞﾛｸﾞ批判されたりするんですけど

もちろんそれは自分の責任でもあると思います。

でもただ気にくわないという理由から

某掲示板に晒されたりすることもあります。

基本的に誰からも好かれるﾌﾞﾛｶﾞｰさんなんて

いないと思ってます。

人それぞれ育った環境が違うように

考え方も人それぞれです。

だから生意気だと思われたりすることも

たくさんあります。

あたしは特に自分の意見を書いたりする方なので

気に食わないと思われる方も多いと思います。

その中でどうやって自分の納得のいくﾌﾞﾛｸﾞを書くか。

あたしはﾌﾞﾛｸﾞは読む人の顔色伺って書くものでは

ないと思ってます。

時には批判されたりして成長していくものだと

思っています。

まぁ、批判の中でも良いものと悪いものと

ありますけど人から意見を聞いて大きくなって

いくものだと思ってます。



あたしは間違ってるでしょうか???

なんか最近の倉'masを読んでて
忠義忙しいんだろうなぁって思います。

去年に比べてやっぱりﾄﾞﾗﾏのお仕事しながらなので

文章短かったりしてあたしは忠義の近況が

知れるだけで嬉しいんですけど[:パー:][:ハート:]
なんかその忙しい中であーやって更新してくれるのは

すごく嬉しいです[:ハート:]
あたしはやっぱり忠義が好きです[:ハート:]
どんなに苦しくて切ないことがあっても

大倉忠義以外考えられないんですよ[:パー:]
今まで忠義のいろんな表情見てきたけど

やっぱり好きな人の笑顔って特別ですよね。

もう一瞬で癒されちゃうんですよね。

また今日も忠義の笑顔が見られたって思うだけで

幸せな気分になります。

ｴｲﾄﾒﾝの笑顔が見られただけで幸せになります。

あたしは大倉担でもｴｲﾄ全体担でも気持ちは一緒だと

思います。

ｴｲﾄを好きなことに変わりはないんだから。

よく担当変わったりする人なんかよりずっといいと思います。

なんか今日は話にまとまりなくて

ｺﾞﾒﾝなさい。

また明日ちゃんと書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

励みになるのでお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.11.15 Thu ﾍﾞﾃﾗﾝ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんか気持ちがもやもやしてて

すっきりしない。

あんまり眠れない。

特に何かがあったわけでもないんだけどね。

なんだろう。

あ。ﾚﾝｼﾞｬｰ見てて思ったんだけど

すばるってﾏｰｼｰとは２ｼｮでも全然大丈夫なんだ???
と思って。(笑
なんかそんなすばるが妙に可愛くて仕方のない

まひるです。

なんかﾏｰｼｰの[:携帯:]知ってることも
驚きだったけど[:びっくり:](笑
あたしの中でﾏｰｼｰってすごく特別で。

忠義と一緒に頑張ってた時期もあるから

やっぱり応援したいってすごく思うし。

だから今回すばるの話の中にﾏｰｼｰがﾒｲﾝで

出てきたことがすごく嬉しくて[:ハート:]
ﾏｰｼｰ応援してます[:ハート:]
あたしの中で応援してる関ｼﾞｭって結構いるんだけど

まずﾏｰｼｰでしょ???
で、菊ﾁｬﾝ、文ﾁｬﾝ、龍規、照史かなぁ。

なんかたぶん何かの雑誌で見たんだと思うんだけど

菊ﾁｬﾝがｹﾞｯｿﾘ痩せててﾋﾞﾋﾞった。

あたしの見間違いだったらいいんだけど

菊ﾁｬﾝ大丈夫かなぁ???

やっぱりそう考えると忠義のｴｲﾄ入りは奇跡に

近かったわけで。



１度は楽器隊お断りしてるからね。

だからやっすんがﾄﾞﾗﾑにﾌﾟｯｼｭしてくれたことは

ﾎﾝﾄに嬉しいし、すごく感謝しています[:ハート:]
やっぱり持つべきものは仲間だね[:チョキ:]
ありがとう、章大。

世の中何が起こるかわかりません[:パー:]
まぁ、それには忠義の努力家ってゆー部分も

認められてたんだろうね。

だからﾏｰｼｰや菊ﾁｬﾝや文ﾁｬﾝや龍規にも頑張ってもらいたい

ってすごく思う。

今回屋良ﾁｬﾝ中心のﾀﾞﾝｽﾁｰﾑに文ﾁｬﾝも選ばれたりしてるし、

何かしら頑張ってればﾁｬﾝｽもあると思う。

忠義のように。

ぶっちゃければあたし最初忠義がｴｲﾄに選ばれた時、

素直に喜べなかったんだよね。

忠義のこと好きだったけど辞めてった元担の気持ち考えると

素直に喜べなかった。

今はﾎﾝﾄに良かったなぁって思うけどね。

忠義が頑張ってたことはわかってたし。

まぁ、そんな複雑な心境もありつつ

今は大倉担として全力で応援しています。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると泣いて喜びます[:てれちゃう:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


JUGEMテーマ：ジャニーズ



2007.11.15 Thu 忠義とおうちﾃﾞｰﾄ&#9829;

つぉー!!!!(笑
（↑特に意味はない。

いやね、昨日のｶﾂｶﾂの「ﾊﾙｶﾅ約束」がめちゃかっこよかった[:ハート:]
ｷｭﾝ死するかと思った[:ときめき:]
もう夜中だというのに振りつきで歌ってしまったよ[:パー:]
うきゃー。

仁ﾁｬﾝかっけー[:ハート:]
あたし最近赤西仁熱上昇中です[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
考えたら元担だしなぁ。

しかもﾊﾙｶﾅ約束とかﾘｱﾙに自担でした[:ハート:]
つーかCharaさんっていくつ???
４０手前ぐらい???
だとしたらﾘｱﾙに田口さんがCharaさんの子供に
生まれたかったってｷﾞﾘで考えられるよね???
( ﾟДﾟ)ﾋｮｴｰ。世の中こえぇ。
あたしCharaさん大好きです[:ハート:]
[:CD:]も何枚か持ってるんだけど
１番好きなのは昨日も歌ってた「やさしい気持ち」。

なんかすっごい泣きそうになるんだよね。

一時期ｶﾗｵｹでもよく歌ってたんだけど[:ぴかぴか:]
なんかCharaさんの歌聴いてるとすっごい乙女心が
刺激されるんだよね。

ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)

あぁ。忠義と手を繋ぎたい。

なんか外歩いてる時とかは手は繋がなくてもいいのね。

でもおうちでまったり恋愛もののDVDとか見てる時に
さりげなく手を繋ぎたいの[:ハート:]
妄想族でｺﾞﾒﾝなすって[:パー:]
忠義とおうちﾃﾞｰﾄ憧れるなぁ。

夜も深まってきたら···ﾑﾌﾌの時間です[:てれちゃう:]
何???[:パー:]



ﾑﾌﾌの時間って何???[:パー:]
わかってるくせにー[:パー:]
忠義熊暴走中ですよ[:ハート:]
もうすでにお泊りの設定です[:パー:][:ハート:]
一緒にお風呂とか入って頭とか洗いっこしたいなぁ。

ﾑﾊ[:ときめき:]
鼻血出ちゃうよ[:パー:]
あぁ。でも２人で寒い中ｺﾝﾋﾞﾆに行って

肉ﾏﾝほおばりながら歩きたいし[:ハート:]
どんだけ妄想族なんですか???[:パー:]
ただﾁｬﾝ、今すぐ会いたいです[:ハート:]

今日はただﾁｬﾝ何してるのかなぁ???
ただﾁｬﾝ、今すぐ会いたい[:ハート:]
ただﾁｬﾝの腕枕で眠りたい[:揺れるハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.11.16 Fri ヒナﾁｬﾝ、すばる舞台おめでとう。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ヒナﾁｬﾝとすばるのｾﾙﾌﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽの舞台が

急展開を見せています。

今日発表になって今日Webで先行販売が始まって。
頭がついていかない[:悲しい:]
まだ空たむ（＠章大）とも連絡取れてないし[:悲しい:]
今月[:お金:]捻出できるかなぁ[:たらーっ:]
来月のPG発売も結構[:お金:]の心配がー!!!![:パー:][:悲しい:]
でも今までのｼﾞｬﾆｰｽﾞを覆す歌でもなくﾀﾞﾝｽでもなく

お芝居でもなく１００％ｱﾄﾞﾘﾌﾞの舞台とか

限りなく観に行きたいんですけど[:パー:]
今まで舞台とかは自担が出てない時は

行ってないﾍﾀﾚeighterなんですけども
今回はやっぱ観に行きたいよなぁ[:ぴかぴか:]
なんとかﾁｹ代捻出します。

たぶん１公演しか行けないけど[:悲しい:]

あぁぁぁぁぁぁぁあ。
もっそいﾃﾝﾊﾟる!!!!![:パー:][:悲しい:]
空たむと４日ぐらい連絡取れないんだけど

空たむ、山に修行にでも出たかなぁ[:悲しい:]
（↑冗談です[:パー:]
最近きらたんが[:携帯:]いじりたがって泣くって
言ってたからそれでたぶん[:携帯:]見れないだけだと
思うんだけど。

朝、[:テレビジョン:]は見てるから舞台の話は
知ってると思う。

ただ今日中に連絡取れないとあたし、明日から

遅番になるから空が起きてる時間までに

帰ってこれないんだよね[:悲しい:]
そんなわけで余計にﾃﾝﾊﾟるんですが[:パー:]



(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ただいま、ﾀﾓｽﾃ見てます[:ハート:]
東方神起ー!!!!![:ハート:]
くぅﾁｬﾝがもっそいﾒｲﾝでｼﾞｪｼﾞｭﾝが１回しか

確認出来なかったよー[:悲しい:]
ﾔﾊﾞｽ。ﾔﾊﾞｽ。

東方神起の[:CD:]買わなくちゃ[:ハート:]
ﾏｰｼﾞ[:お金:]なさすぎ[:悲しい:]
KAT-TUNのｼﾝｸﾞﾙとDVDも発売するし[:たらーっ:]
で、舞台でしょ???
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
もうﾎﾝﾄ美容院も行けないんですけど[:パー:][:悲しい:]
髪切りたい[:悲しい:]

あ。とりあえずまた歌姫見た後に

更新出来たら更新します[:ハート:]

あ。空からﾒｰﾙきた[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁありがとうございます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.11.17 Sat 歌姫６話。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

歌姫、第６話見ました。

ｼﾞｪｰﾑｽのはしゃぐ声に萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]
もうｼﾞｪｰﾑｽﾃﾞｨｰﾝの姿が似合うんだよ[:パー:][:ハート:]
ﾏｼﾞ服がいつも一緒なのはヽ(●´ε｀●)ノ気にしない。（笑
なんかとうとう現れましたね。

太郎ﾁｬﾝの過去を知る人々。

しかも奥さん!!!![:パー:]
なんか美和子さんの気持ちもわかるし、

鈴の気持ちもわかるからどっちの味方もしたいしなぁ。

なんかどうなっちゃうんだろう。

出来れば太郎ﾁｬﾝには過去を思い出して欲しくないなぁ。

美和子さんは思い出してくれるまで土佐清水にいるみたいだけど。

思い出したら今までの鈴との生活が消えてなくなって

しまうような気がして[:悲しい:]
でももし自分の旦那さんが戦争に行って

死んだものだと思ってたら生きてて

って思うとやっぱり苦しいと思うし。

なんか以前にもまして切なくなってきた歌姫ですね。

そんな中癒しなのが鯖子さんとｼﾞｪｰﾑｽ。

もうこのｺﾝﾋﾞ大好きです[:ハート:]

さてさて無事に空（＠章大）とも連絡つきまして

お互いに希望日をｴﾝﾄﾘｰしました。

平日希望なんですけどなんせｸﾞﾛｰﾌﾞ座はｷｬﾊﾟも狭いし、

Web限定だから誰でも申し込めるし、
かなり倍率高いと思うんですけど

２ｴﾝﾄﾘｰ申し込みました[:ハート:]
まぁ、たぶんPG発売日に仕事遅刻覚悟で
[:電話:]してると思います[:悲しい:]



あぁぁぁぁぁぁあ。
たのすぃみー[:ハート:]
まぁ当たればの話ですけど[:パー:]
なんか[:電話:]のｴﾝﾄﾘｰってまず当たった記憶がない[:悲しい:]
ﾀﾞﾒじゃん[:パー:]あたし[:パー:]
なんかヨコのｿﾛｺﾝも今のとこ当たったって人に

ぶち当たってないし[:悲しい:]
倍率どんだけ〜???

あ。今日のﾀﾓｽﾃのKAT-TUNがかっこよかった[:ハート:]
あたし最初の仁ﾁｬﾝの歌いだしにﾌﾞﾙっってなるの[:てれちゃう:]
あたしやっぱり仁ﾁｬﾝの歌声好きだなぁ[:ハート:]
じゅんのすの髪型はありなんでしょうか???
なんか今日、ﾀｲﾄにまとめてましたよね???[:びっくり:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ほな寝ます。

おつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.11.18 Sun 薄い日記。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

毎日仕事の後は「足爽快ｼｰﾄ」が欲しくなる。

だって足ﾊﾟﾝﾊﾟﾝだし、

足の裏も痛いし。

８時間立ちっぱだもんなぁ[:悲しい:]
何気に切ない。

もう帰ってきて即ﾍﾞｯﾄﾞだもん[:悲しい:]

あ。昨日から部屋のﾋｰﾀｰつけました。

ぬくぬくです[:ハート:]
冬場のこのぬくぬく感がたまらないですね[:てれちゃう:]
ｱｲｽとかも食べたりして[:ラブラブ:]
最近何かお勧めのｱｲｽってありますか???
あったら教えてくださーい[:ハート:]

今日の「SP」あんまり進展がなくていまいちだった。
しかもすっかり忘れてました[:悲しい:]
恋から見てて終わって気づいて慌ててﾁｬﾝﾈﾙ変えたら

どうにか話にさほど展開のあったようでもなくて

ほっとして見ました。

あたくしとしたことが岡田くんを忘れるなんて。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
激しく楽しみにしてたのに[:悲しい:]
まぁ、間に合ったからいいんですけど[:パー:]

あたしは今月来月と仕事休まないように

頑張ろうと思って。

多少熱があろうと行きます!!!!![:パー:]
熱があるのはいいんだけど



あたしあの関節痛いのに弱いの。

あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。
髪切りたい。(切実
とりあえず最悪１２月末まで我慢かなぁ[:悲しい:]
まだやりたい髪型とかも決まってないしなぁ[:悲しい:]
舞台のﾁｹｯﾄ取れるといいなぁ[:ぴかぴか:]
なんか今更ヨコのｿﾛｺﾝとか行きたい気がしてきたし[:悲しい:]
まぁ、まぁ、手遅れなんですけど[:パー:]
最近まひるたそ、横山病炸裂してるし[:ハート:]
なんか３ﾊﾞｶ大活躍だなぁ。

舞台だって３ﾊﾞｶの２人だから出来る舞台だと思うし。

忠義にもおこぼれ頂戴[:ハート:]
忠義だってすば倉ﾗｲﾌﾞはやったけど

ｿﾛｺﾝはまだだし[:パー:]
来年辺りあるのかなぁ。

あったらいいなぁ。

もっそい倍率高いと思うけど。

でもあたしの大倉名義はボチボチ頑張ってるんだよね[:ハート:]

眠いのでこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

すみません。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


忙しくてｺﾒﾚｽが滞ってます。

なるべく早めにやりますので

お気軽にｺﾒﾝﾄください。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.11.18 Sun いかほど〜???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

あたし、仕事が遅番になると

[:携帯:]もﾁｪｯｸしないんですね。
なので倉’masもﾁｪｯｸしてなくて[:悲しい:]
ただﾁｬﾝの話についていけてない[:悲しい:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
「なんぼほど〜」も今日知りました。（笑

じゃ、あたしは「いかほど〜」を流行らせたいと思います[:ハート:]
（↑ますますﾓﾛﾊﾟｸﾘな女[:パー:]
ただﾁｬﾝ、ﾘｱﾙにｺﾞﾒﾝなさい[:悲しい:]
ﾌﾟﾚﾐｱﾑももちろん見てないしね[:悲しい:]
休みの日に見よう〜[:ハート:]
あぁ。こうゆう時に録画失敗するんだよなぁ[:悲しい:]
ﾄﾞｷﾄﾞｷ[:ラブ:]
あたし本番に弱い女なので[:パー:]
いかほど〜???[:パー:]

あたし、最近忠義愛薄くないですか???
大丈夫ですかねぇ???
今日ねぇ、有線でｷﾌﾟﾌｪ３回も聴いちゃって[:ハート:]
悶えてました[:ハート:]（笑
ﾍｲｾｲｼﾞｬﾝﾌﾟも１回聴いたし、

ｲﾏｿ（ｲｯﾂ　ﾏｲ　ｿｳﾙの略）も２回聴いた。

そんなｼﾞｬﾆｦﾀ天国な日々でした。

つーかｲﾏｿって略し方もどうかと思うが[:パー:](笑
（↑なんだかわかんねー[:悲しい:]
ﾍｲｾｲｼﾞｬﾝﾌﾟはﾍｲｼﾞｬﾝでお願いします[:てれちゃう:]
（あ。でもﾈｯﾄ用語では跳って略すんだっけ???（笑
でもｦﾀを隠してるのでｷﾌﾟﾌｪとかｲﾏｿの時

顔がにやけてないか心配だった[:悲しい:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ



もう絶対仁ﾁｬﾝとこと忠義のとこは

ﾆﾔﾆﾔしてると思われ[:ときめき:]
あたしﾓﾛに顔に出る正直者です[:パー:]
いかほど〜???[:パー:]

ﾌﾞﾙｰﾚｲが発売になってDVDﾚｺｰﾀﾞｰは安くならないのかなぁ???
ちょっと電機やﾁｪｯｸしてこなくちゃ。

今が買い時???小栗???[:上向き:]
（↑旬って言いたいらしい[:パー:]
今日くだらないﾃﾝｿﾝ駄々上がりなんですけど[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
あぁぁぁぁぁぁぁあ。

今日、情熱大陸の後半、小栗ｱﾝだ[:ハート:]
前半見てないけど[:パー:][:悲しい:]
気づいたら２４時だったんだって[:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
ただﾁｬｿも情熱大陸とか出ないかな???[:ラブ:]
（↑妙な期待はﾔﾒﾚ[:パー:]
でもただﾁｬｿ結構いい感じにお仕事してますよね???
まぁ、とりあえずはﾌﾟﾚﾐｱﾑをｸﾘｱしたので

はなまるｶﾌｪｸﾘｱしてその次はいいともに出ないかな???
で、ﾀﾓｽﾃで「大倉、昨日はどうも。」って

言われちゃうのかな???[:ハート:]
ｳﾊ[:ときめき:]
ﾆﾉって情熱大陸出たっけ???
お他所のことはたいして知らないあてくし[:パー:]
いかほど〜???
（↑だんだん寒くなってきた[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.11.19 Mon MY HERO.

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

あたし最近ﾌﾞﾛｸﾞ手抜きしてますよね???
なんか自分で思うもん。

こんなのあたしじゃない!!!![:パー:]って。(笑
なんか昔はもっと忠義愛全開だったし、

笑いに命かけてたじゃない[:パー:]
（↑え???そうだっけ???
まひる、頑張るのよ[:パー:]
（↑何ｷｬﾗ???[:パー:]
そんなわけで今日から新たな気持ちで頑張ります[:グッド:]

つーかあたしは休みまで我慢出来なかったね[:たらーっ:]
昨日夜中２階に忍び込んで（←すでに怪しい。

真っ暗なﾘﾋﾞﾝｸﾞでﾍｯﾄﾞﾌｫﾝしてﾌﾟﾚﾐｱﾑを鑑賞[:ハート:]
真っ暗なﾘﾋﾞﾝｸﾞであたしの

「忠義、いい〜[:ハート:]」
と変態と思われそうな声が響き渡る!!!![:パー:]
（↑夜中ｴﾛﾋﾞ見る厨房のようなあてくし[:パー:]
まぁ、それは冗談なんですけど

すっごい忠義が男前なの[:ハート:]
なんか髪型も見慣れた???
もう髪型とかそんなの関係ねぇ!!!![:パー:]
ﾏｼﾞｵｯﾊﾟｯﾋﾟｰなんですけど[:パー:]
（↑意味がわからん[:パー:]
だってだってあんなにしゃべってあんなに笑って

忠義ONLY TIMEですよ!!!![:パー:][:ハート:]
そりゃ萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]なるって!!!!
んふふふ。って笑う忠義独特の笑い方とか



ｷﾀ━━━━━━(♡∀♡)━━━━━━！！ 

ｷﾀｷﾀｷﾀｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ≡(ﾟ∀ﾟ≡ﾟ∀ﾟ)≡ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

もうすべてがネ申。

なんか改めて忠義の口から危機感の話を聞くのも

たぶん初めてではないかと[:パー:]
でも忠義はやめようと思ったことがないんだねぇ。

そうゆうとこ偉いなぁって思うよ。

でも忠義は同期の章大や亮ﾁｬﾝや丸ﾁｬﾝに置いてけぼりを

くいながらも自分の夢を諦めなかったのが

すごいなぁと思って。

それに亮ﾁｬﾝのNEWSでのﾃﾞﾋﾞｭｰとか
何度も何度も危機感を感じながらも

続けてきたんだなぁと思うとちょっとｳﾙっとした[:ポロリ:]
あたしは忠義のそうゆう前向きなとこが好きだし、

寒い中も暑い中も新聞配達のﾊﾞｲﾄしながら

頑張ってきたんだなぁって思うと

やっぱあたしの中で大倉忠義の偉大さを感じる。

あたしはただ忠義の見た目とかそうゆうものに

惹かれたんじゃなくてそうゆう頑張りやなとこに惚れた。

人として誇れる部分だとあたしは思う。

忠義は絶対おごり高ぶったりもしないし、

いつも頑張ってきたんだなぁって思う。

これからもずっと昔の気持ち忘れずに

頑張って欲しいと思う。

そんな大倉忠義を応援していきたいと思う。

これからもずっと。ずっと。

あたしのHERO。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

少しづつｺﾒﾚｽやっていきますので

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.11.20 Tue 特別。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾎﾝﾄすみません[:汗:]
ここ２ヶ月の間、休みになると疲れが出てしまい、

眠りこんでしまうので

ｺﾒﾚｽが思ったように出来ません[:悲しい:]
ﾎﾝﾄたくさんの方にｺﾒﾝﾄいただいてるのですが

なかなか思ったように進みません。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにお待たせしててすみません。

１日も早くｺﾒﾚｽ出来るよう勤めますので

ﾖﾛｼｸお願いします。

なかなかｺﾒﾚｽ出来ませんが

それでもｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

お急ぎの用事のある方はﾒｰﾙくださいませ。

あとﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はﾌﾞﾛｸﾞのｱﾄﾞﾚｽ載せて

ｺﾒﾝﾄくださればﾌﾞﾛｸﾞの方にお返事に伺います。

ﾖﾛｼｸお願いします。

今日起きたのは夕方１６時半。

しかもﾏﾏﾝの[:携帯:]で起こされた。
ﾏﾏﾝがお葬式に行くので何か買って食べてねってゆー[:携帯:]
だったんだけどご飯買ってきて

食べてまた寝た[:眠たい:]
（↑たぶん民ﾁｬﾝが居なかったらご飯も食べずに寝てたと思う。

結局２１時まで寝た。

ﾏｼﾞそのぐらいお疲れ[:たらーっ:]
たぶん今日はむちゃ∞ﾌﾞﾘ見ないから
有閑倶楽部見たらまた寝ちゃうと思う。

賞味起きてた時間３時間とか４時間になりそう。

なんぼほど〜???



でもすでにﾃﾝﾌﾟﾚ飽きたので変えたいの。(笑
なんかどうも派手目にすると飽きるんだよね。

でもとりあえず丸ﾁｬﾝB.Dまで頑張ってもらって
そしたらｸﾘｽﾏｽﾃﾝﾌﾟﾚを作ります[:ハート:]
今から素材探しの旅に出なくちゃだから

結局今日起きてそうな予感。(笑

なんかまだﾌﾟﾚﾐｱﾑの忠義の笑顔が頭から抜けない。

当分これで頑張れそう。(笑
まだ全然ﾘﾋﾟとかもしてないんだけどね。

でもEdenとかｷｰﾎﾞｰﾄﾞが入ってちょっとｱﾚﾝｼﾞ変わっただけで
あんなにも印象違うんだなぁって思った。

EdenとAll of〜とｱｸﾞﾘとﾍﾌﾞﾝﾘはｴｲﾄ初期の中でも
すごく大好きな曲でなんか萌え[:揺れるハート:]ってなったり
しみじみしたり今でもやっぱり聴くと鳥肌が立つ。

やっぱり好きだなぁって思うもん。

あたしの中でも特別な曲。

特にｱｸﾞﾘは忠義がﾄﾞﾗﾑで初めて覚えた曲だし、

特別な曲だよね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.11.24 Sat お疲れ申す。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

すいません[:汗:]
何気３日も放置しました[:悲しい:]
水曜、木曜って体調が悪くて

昨日はﾁｹｯﾄのことでﾃﾝﾊﾟってました[:びっくり:]
まぁ、ヒナすばの舞台のﾁｹｯﾄはちゃんと取れたんで

良かったんですけど

取れすぎたのでお譲りする友達を探してたんですよ[:パー:]
それも無事見つかって

あたし達こんなとこで運使ったら

次の章大の時ﾔﾊﾞｲじゃんって話ですよ[:パー:]
ﾄﾞｩ。

そんなﾃﾝﾊﾟってる時に

元彼から「今何してるの???」って[:メール:]がきて
余計ﾃﾝﾊﾟった。

Do
「家でﾃﾝﾊﾟってる。」って返したら

相変わらずだねと言われた。（ﾁｰﾝ

なんか元彼は機動隊の訓練に入隊中らしく

それはそれでﾃﾝﾊﾟるらしい。(笑
あのMたんが警察官ってだけでも想像つかないんですけどね[:パー:]
Mﾀｿはどこを目指してるのでしょうか???
まぁ、大概人のことは言えないんですけど[:パー:]
でもあのおとなしかったMﾀｿがちゃんと警察官やれてるんだろうか???
まひるﾀｿとしては心配である[:悲しい:]

朝一でくぅﾁｬﾝfeat.東方神起の[:CD:]買ってきた〜[:ハート:]
ひたすらｴﾝﾄﾞﾚｽﾘﾋﾟです[:ハート:]
ﾏｼﾞｶｯｺｲｲ[:ハート:]



ﾔﾊﾞｽ。そろそろ仕事行かないと[:悲しい:]
じゃ、また帰ってきてから[:パー:]

ただいま[:ハート:]

あぁぁぁぁぁぁあ。

章大の舞台当たるかなぁ[:悲しい:]
とりあえず行ける日程が１日しかなくて

空（＠章大）と１日限定で申し込んだんだけど

大丈夫かなぁ???
ﾄﾞｷﾄﾞｷな展開[:ラブ:]

つーか今日も仕事中に２回、元彼から[:携帯:]が
ありまして。

[:メール:]もきててちょっと動揺してますだ[:てれちゃう:]
空が[:携帯:]しろって言うんですが
ﾁｷﾝなので出来ませんでした[:悲しい:]
ｱﾊﾊﾝ[:ときめき:]

「しゃばけ」が予想してたよりも

全然面白くて録画して正解だったなと[:パー:]
ﾑﾊ。

ﾃｺﾞﾘﾝ可愛い[:ハート:]

もう今日すっごいお疲れで[:パー:]
とりあえず元気ですよの報告ってことで[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

Webﾊﾟﾁありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.11.25 Sun 仕事で輝けるってｽﾃｷだよね。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

帰ってくるのが２２時だと

結局ご飯食べてお風呂入ってﾌﾞﾛｸﾞ書いて

寝るのは４時頃。

で、１０時には起きなくちゃならないから

５〜６時間しか眠れない。

まぁ、早番の時もそんなもんだけど。

だから休みの日になると爆睡なんだよなぁ。

あ。あとお知らせ。

今年は年賀状交換はやる予定ないです。

やりたいんですけど

今年は愛犬が立て続けに４匹亡くなって

一応家族だったから喪中という意味を

こめて年賀状交換はお休みさせていただきます。

楽しみにしてくださってた方

ﾎﾝﾄｺﾞﾒﾝなさい[:悲しい:]
それともっそい私信です。

鹿児島eighterの方でﾀﾞﾋﾞ頼まれた方
もしかしたら出来るかもしれないんで

また決まり次第ﾒｰﾙします。

お返事遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

写真集買ったのに開けていません[:パー:]
一応鑑賞用と保存用の２冊買ったんですけど

鑑賞用すら開けていません[:悲しい:]
それだけ余裕がないってことです[:悲しい:]
気持ち的にじゃなくて体力的に。(笑
だって写真集見出したら止まらないだろうし、

早く寝たいし。（笑



己はおじぃか[:パー:]（笑
そんなわけで休みの日にじっくり見て感想書きます[:ハート:]
あたしってやっかしﾍﾀﾚだな。

みんなそうやって仕事頑張ってるっていうのに

へばっちゃってて。

でも言い訳すると昼間の活動に支障が出る程の

睡眠薬の量を飲んでるから結構体力的に

ｷﾂｲのは仕方がないんだよね[:悲しい:]
それにﾎﾞｰっと出来る仕事じゃないし。

早く眠れるようになりたいです[:悲しい:]
うーん、一時期仕事辞めたいなって思ったこともあるけど

最近は忙しくてそれを考える余裕もない。(笑
なんかお客さんに「ありがとう。」って言われれば

嬉しいし。

接客は大変だけどでも嫌いじゃないし。

好きかって言われると返事に困るんだけど

でも１日どんなにたくさんの接客をしても

ｲﾔじゃないんだよね。

苦にならない。

あたし、今までﾊﾞｲﾄとかでも接客しかやったこと

ないしね。(笑
そうゆう意味ではあってるのかもね。

あたしも忠義みたいに輝けたらいいな。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.11.26 Mon 丸ﾁｬﾝおめでとう。

HAPPY BIRTHDAY
RYUHEI MARUYAMA
24th!!!!

丸ﾁｬﾝ誕生日おめでとう!!!!
丸ﾁｬﾝとすばるのｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝの良さが大好きです。

いつもおちゃらけてばっかりだけど

でも素の丸ﾁｬﾝってすごくいろんなこと

考えててﾚﾝｼﾞｬｰの追伸とか読んでると

頑張ろうって思わせてくれる。

何度も何度もそんな丸ﾁｬﾝに助けられました。

ありがとう。

これからもそんな丸ﾁｬﾝで居て欲しいです。

丸ﾁｬﾝの元にたくさんのｼｱﾜｾが舞い降りてきますように。

2007.11.26　福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/


2007.11.28 Wed 繋いだ手離さないように。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ変えました[:ハート:]
なんかﾎﾝﾄはﾂﾘｰの画像が欲しかったんだけど

見つからなかった[:悲しい:]
なんか意外と何気ない時に見つけて

肝心な時に見つからないってゆーね[:悲しい:]
でもｷﾗｯｷﾗです[:ぴかぴか:]（笑

最近ﾎﾝﾄ眠れないんだよねー[:悲しい:]
なんか昨日も寝たの朝の５時ぐらいだし[:悲しい:]
で、１０時に起きて午後から[:病院:]行って
帰ってきてからﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝと３人で

ﾏﾒﾁｬﾝを譲ってもらったﾌﾞﾘｰﾀﾞｰさんに

謝りに行ったのね。

もうきっと怒られるんだろうなとか

そんな人達には２度と譲れませんとか

言われるんだろうなぁってﾄﾞｷﾄﾞｷだったの。

そしたら「よくあることですからお気になさらずに。

また生まれたらお譲りしますから。」って

言われて３人で号泣[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
ﾏﾒﾁｬﾝの兄弟が飼えるといいなぁ[:ハート:]

で、帰ってきてから今日、有閑倶楽部の時間が遅かったじゃないですか???
もう眠いの[:悲しい:]
２０時ぐらいからうとうとしてて。

でも有閑倶楽部録画したらﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ変えないとならないから

頑張っておきてました[:びっくり:]
今日の王子役の俳優さん、ｷﾞｶﾞﾝﾄｶｯｺﾖｽ[:ハート:]
ﾏｲｸ·ﾊｰさんってゆう台湾の俳優さんらしくて



日本の公式ＨＰとかもあった[:ときめき:]
あたしどうも韓国とか台湾とか弱いみたいです[:てれちゃう:]
で、昨日、ｴｲﾄが正直しんどいに出てた時のＤＶＤ見てたのね。

ヨコが····!!!!![:悲しい:]
ﾒﾀﾎﾞ道まっしぐら!!!!
あたし、たぶん自担甘甘って言われるかもだけど

忠義のﾒﾀﾎﾞは全然平気なのね。

でもヨコは絶対今の方がいい!!!!
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ヨコのｵﾃﾞﾌﾞﾁｬﾝは絶対ﾀﾞﾒ!!!!
ヨコのﾋﾞｽﾞの良さが隠れてしまう。

もう最近有閑倶楽部でｼｬｰﾌﾟなヨコを

見慣れてしまったからﾒﾀﾎﾞが怖い[:悲しい:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あたしもヨコみたくﾒﾀﾎﾞから脱出しなければ!!!![:パー:]
でも忠義もヨコも確実に体重絞っていくじゃない???
やっぱﾌﾟﾛだなぁって思うわ。

あたしたぶん美味しいものの誘惑から

逃れられないもん[:悲しい:]

あ。今日のむちゃ∞ﾌﾞﾘですばﾁｬﾝの髪型じっくり見たんだけど
前髪上げてるのごっつ男前だよね[:ハート:]
なんかすごく男らしくて好きです[:ハート:]
最近思い当たるのですばﾁｬﾝのこの髪型がﾀﾞﾒってゆーのは

伸ばします宣言した後のﾓｼﾞｬﾓｼﾞｬﾊﾟｰﾏ???[:悲しい:]
ﾀﾞﾒってゆーか「え???[:パー:]」って感じ。
でも基本的にすばるって長いのも短いのも似合うよね。

忠義もだけど[:ハート:]
（↑何気自担ｱﾋﾟｰﾙ[:パー:]
亮ﾁｬﾝは絶対短い方が似合う。

ヒナﾁｬﾝも。

ヒナﾁｬﾝ的には長い方が好きみたいだけど[:悲しい:]
ヨコは今もすごく好きなんだけどｴｷｻｲﾄのおﾁﾝﾋﾟﾗも好き[:ハート:](笑
やっすんも今が１番好きかなぁ。

丸ﾁｬﾝってあんまり変わらないよね。

今、ちょっと長めだけど[:パー:]



でも基本ﾍﾞｰｽが変わらない人。

博貴はいつも好きー[:ハート:]
（↑何それ[:パー:]
あたし、最近だもん。

丸ﾁｬﾝが美形だと気づいたの。（笑

それまで丸ﾁｬﾝに全然萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]しなくて
最近ｶｯｺｲｲなぁ[:ハート:]って思うの。
あたしの目は節穴か!!!![:パー:]

あ。写真集ね、ちょっとだけ見た[:ハート:]（笑
ﾎﾝﾄにちょっとだけ[:パー:]
だってあれ全部見るのもっそい気合いいるよ[:パー:]
文章だってたくさんあるし。

写真集って言ったらほとんど文字がなくて

あっても詩みたいのがちょっとあるぐらいでしょ???
あの写真集、文字量ﾊﾟﾈｪ[:びっくり:]
だから毎日少しづつ見てくの[:ハート:]（笑
あたし、帯にもなってる忠義のｷﾞﾀｰ弾いてる姿に

もっそい萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]
萌ゆるﾀﾞｽ[:ときめき:]
あの前髪の感じとかすっごい好き[:ハート:]

あ。そろそろ寝なければ。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Ｗebﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

http://jugem.jp/theme/c79/501/


2007.11.30 Fri 今年の運。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

もうせっかちくんだから

休憩１３時からください!!!![:パー:]って
お願いして１３時から[:携帯:]ﾎﾟﾁﾎﾟﾁ。
繋がらねー!!!![:悲しい:]
粘ること２０分。

当選。

え???

当選!!!!
「８１８」当たるなんて思ってなかったー!!!![:悲しい:]←うれし泣き

う、嬉しい。
早速空たむ（＠章大）に報告。

空たむも同じ日程申し込んでいたんだけど

空たむはﾊｽﾞﾚたらしい[:悲しい:]
やったぜ。まひるﾀｿ[:ハート:]
で、帰りに早速お金振り込んできた[:ハート:]
なんかこの後が怖いよ。

結局松原もﾁｹｯﾄ当てたし、章大も当てたし。

とりあえず相方空の役に立てたのは良かったよ。

まひるﾀｿﾁｹ運使い果たしたな[:パー:]
当分何も当たらなそう[:悲しい:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
こえぇ[:悲しい:]
まぁ、気にせず楽しもう。



せっかく当たったんだし[:ハート:]
いやぁ、今日のﾋﾞｰﾙは格別だな。

（↑ﾋﾞｰﾙ飲めませんけど何か???[:パー:]

ひゃっほーい。

なんかきっとこうゆう時に宝くじとか買うと当たるのかもなぁ。

なんかだってこの間、有閑倶楽部ｻｲﾄにあるｸｲｽﾞやったんだけど

絶対何回もﾘﾋﾟらないとわからないような問題もあったんだけど

勘でやったら合格しちゃったもん[:てれちゃう:]
やっぱ今、まひるﾀｿきてるね。

あぁ。１月と２月が楽しみだなぁ[:ハート:]

あと他にも個人的にすごく嬉しいことがあって

なんかずっと気になってたことが

解決してよかったです[:ハート:]

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

とりあえず年内に美容院行かないと。

でもまだ髪型決めてないってゆーね[:悲しい:]
おまかせｺｰｽでいこうかなぁ[:ハート:]
とりあえず簡単にこんな感じってゆーのはあるんだけど。(笑
あぁ。もう明日、仕事の前に予約入れちゃったよ[:パー:]
せっかちくんだからねぇ[:たらーっ:]
１時間で終わらせてくださいってｽﾞなこと頼んだもん。(笑
とりあえず[:お金:]ないから縮毛矯正は来年。
ｳﾊｳﾊ。ヽ(*｀Д´)ノ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Ｗebﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.02 Sun ｼﾞｪｰﾑｽ、ひゅ〜ひゅ〜。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

DVDﾚｺｰﾀﾞｰを買いました[:ハート:]
設定に２時間かかりました。（ﾁｰﾝ

だってまひるﾀｿの部屋の[:テレビジョン:]今時１４ｲﾝﾁだよ[:悲しい:]
設定の文字が見えずにもっそい時間がかかったよ[:パー:]
とりあえず次は[:テレビジョン:]買う予定です[:ぴかぴか:]
ってゆーか山梨は番組ﾅﾋﾞが使えないってどうゆうこっちゃ。

もっそい手動でめんどくさい[:悲しい:]
田舎ってやーね[:悲しい:]
もう疲れたので月曜日以降の番組は明日予約します。

ﾏｼﾞ腰痛いし[:悲しい:]
死むー[:悲しい:]
なんかしかもﾁｬﾝﾈﾙ１つ増えてるし[:パー:]
どこﾁｬﾝﾈﾙ???
それも明日確認しまーす。

もう疲れましたー[:汗:]

今日、朝一で美容院行ったのよ[:パー:]
そしたら１５ｾﾝﾁも髪切られました[:悲しい:]
完璧ｼｮｰﾄです[:パー:]
後ろの髪が鎖骨までくるようにって言ったのにぃー。

デンデン[:パー:]
まぁ、３ヶ月ぐらいの我慢だな。

ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
ﾀﾛｻﾝ、ﾋﾄﾞｲﾖｰ。（BYﾛｼｱ

そうそう、ﾛｼｱって言えば

昨日の歌姫。

あたし、段々丸顔が鬱陶しくなってきました[:悲しい:]
なんかｼﾞｪｰﾑｽが丸顔に（丸顔言うな[:パー:]



島のみんなは鈴さんの味方ですきに。って

言った時、

ｸﾞｯときたぜよ!!!![:グッド:]

あたしはそんなｼﾞｪｰﾑｽが大好きだよ[:ハート:]

本気で腰痛いので寝ます[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.03 Mon もっと情熱的に。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

全身筋肉痛なまひるです[:悲しい:]
何って???[:パー:]
そりゃ昨日のDVDﾚｺｰﾀﾞｰのｾｯﾃｨﾝｸﾞです。
２階に届いていたので１人で自分の部屋に運び、

置く場所が決まらず何度も上げ下ろし[:悲しい:]
腕から太ももから肩もお尻も悲鳴をあげております[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
[:パソコン:]打つ腕も痛いさ[:パー:]
しかもなぜか膝小僧までもが痛いのです[:悲しい:]
今日仕事してて膝まづいたらむちゃんこ痛かったでし[:パー:]
何???何ですのん???
もう腰も痛いし、いいことないよ。

相変わらず写真集ﾎﾞﾁﾎﾞﾁしか見てないし[:悲しい:]
ただﾁｬﾝ、ｺﾞﾒﾝね[:悲しい:]
来週中には見るね[:てれちゃう:]
とりあえず来週は[:病院:]がないから休みゆっくり出来るんで
ｺﾒﾚｽも始めたいなぁって思ってます。

つーかつーかいよいよ今月DVDの発売じゃないでつか???
しかもｸﾞｯｽﾞも届く!!!![:ハート:]
もう１４０００円ぐらい買ったから支払いがこえぇよ[:悲しい:]
ﾇｰｽのﾊﾟﾝﾌまで買ったし[:パー:]（笑
いや、だって亮ﾁｬﾝ見たかったし[:ハート:]
ｴｲﾄの亮ﾁｬﾝのうちわは買わないくせにﾇｰｽの亮ﾁｬﾝのうちわ

買ってるし[:パー:]
意味がわからん[:パー:]
にちきどぉー[:悲しい:]

なんかNEWSもﾄﾞｰﾑだし、ﾄﾞｰﾑでやるのが当たり前に



なったら寂しいなぁ。

そりゃﾄﾞｰﾑでﾗｲﾌﾞが出来ることって素晴らしいことだと思う。

でもやっぱり地方周ったり小さな会場でも

ﾗｲﾌﾞやったりしてくれるのがどれだけ嬉しいことか。

ﾁｹｯﾄ取るのは大変だけど当たったらやっぱすごく嬉しいし、

地元に来てくれることもすごく嬉しいし。

ｴｲﾄには今のｽﾀﾝｽ崩して欲しくないなぁ。

そうやってたくさんのﾌｧﾝを大切にしてきたからこそ

今があるんだと思うし。

って偉そうにすみません[:汗:]

最近ﾌﾞﾛｸﾞを書くってどうゆうことなんだろうって思う。

何気なく始めたﾌﾞﾛｸﾞだったけど今じゃ生活の１部だし。

でも最近前ほど熱の入ったものが

書けない[:悲しい:]
忠義への熱が冷めたわけでもない。

何なんだろう。

確かに前はｴｲﾄ中心の生活送ってきた。

今はそれが仕事中心の日々になってて

それはそれで全然悪いことじゃないとは思うんだけど

何か物足りないものを感じる。

きっかけがあるとしたら

仕事で見れなかったｴｲﾄだったり

１度見た番組とか全然見てないんだよね[:悲しい:]
そうゆう小さなことからｴｲﾄ中心の日々じゃなくなったんだろうね。

これからは自分の部屋で好きなだけ見れるので

少しｴｲﾄ中心の日々に戻れるんじゃないかなぁ。

ちょっとづつ気持ち取り戻していきたい。

今よりもっともっとｴｲﾄ愛に生きていきたい。

まひるﾀｿまだまだ修行中の身。

頑張るぞよ[:グー:]

とりあえず今からDVD見まーす[:ハート:]



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

来週辺りから少しづつ始めたいと思ってます。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.03 Mon 忠義想ﾌ夜。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

凍死寸前のまひるﾀｿです[:悲しい:]
もっそい寒い。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
だって[:車:]の免許今時持ってない子ですもん[:悲しい:]
移動はすべてﾊﾞｲｸです[:てれちゃう:]
ﾃﾍ[:てれちゃう:]
（↑ﾃﾍじゃねーよ[:パー:]

そうそう昨日ﾌﾞﾛｸﾞ書いてから

「蹴鞠師」見たのね。

もうただﾁｬﾝが(○´艸`)ｶﾜｲｲの[:ハート:]
なんか車ｲｽに座ってるからヨコと話す時に

首かしげてるでしょ???

七海きゅーん!!!![:ときめき:]

って飛びつきそうになる欲求を抑えるのがやっとです[:パー:]
制服姿も萌えます[:揺れるハート:]
ｵｶﾝが風邪ひいてん。ってｾﾘﾌもかわゆす[:揺れるハート:]
でも蹴鞠師って話に納得いかない部分が多いんだよね[:悲しい:]
春日に近づいたのは決着をつけるためって言うけど

そんなこと子供の頃から思ってたのか???とか
事故が起きたのは七海の計算???
[:病院:]ぐるみのたくらみ???
ｻｸﾘﾌｧｲｽに春日が参加するようになったのも七海の計算???
わかんないことだらけです[:悲しい:]
最後七海が倒れた時に手に春日が配ったお守りを

持ってたのはやっぱり友情の証???



でもｱｸｼｮﾝはすっごいよく出来てるよねぇ。

すごい自然だもん。

あたし１番好きなのは特典映像のｻｯｶｰのｼｰﾝ撮る時に

ｽﾀｯﾌさんが「ｶﾁｯ」って言ってそれがﾂﾎﾞにﾊﾏってる

大倉忠義が大好きです[:ハート:]
(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲなぁ[:ハート:]と思って。
あとね、ｽﾀｯﾌさんが撮ってくれた写真に忠義がﾊﾞｲｸの後ろに

乗る時にｺﾞｰｸﾞﾙ反対につけてたってやつ。

それは素ですか???
なんかやっぱ久々に見ると面白いなぁ。

それから去年のよさこいのﾋﾞﾃﾞｵもDVDにおとしたの。
ﾎﾝﾄはCMｶｯﾄにしたかったんだけど
もうめんどっちくなって結局CMも入れたまんま全部おとした。
なんかもっそい最初すばるが変顔ばっかしてて

むっちゃんに怒られるの。(笑
「『未定』壱」もきっとそんな感じになるのかなぁ。

楽しみ[:ぴかぴか:]
あぁ。せっかくなら松原も章大の舞台もDVDに
なってくれたらいいのに。

なんかDVDにならないなんてもったいない。
それはどこに要望だせばいいの???
Web???
あたし考えたら自担の出てない舞台とか観に行くの初めてかも。(笑
ﾈﾊﾞｺﾞﾅとかも観に行きたかったし、SHOCK（＠亮）とかも
観に行きたかったんだけど

なんかたぶん普通に[:お金:]がなかったんだと思う。(笑
切ねー[:悲しい:]
もうただﾁｬﾝでいっぱいおっぱいだもん[:悲しい:]
あたし、そう考えたら相当自担ﾊﾞｶだよね。(笑

なんか昨日ね、元担の出てたﾋﾞﾃﾞｵもDVDに落として見てたのね。
やっぱり(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲ[:ハート:]
あたし元担と忠義が今ｼﾞｬﾆに存在してたら

担当どっちにするかもっそいわかんない[:悲しい:]
もしかしたら元担のままかもしれない。

昔の関ｼﾞｭｺﾝですばるに俺達付き合ってます宣言された彼です[:ハート:](笑



たぶんﾐﾚﾆｱﾑを迎える前の話です。(笑
ふるっ!!!!
左手の薬指に指輪してていつも気になってたなぁ。

懐かしいなぁ。

おうちが焼肉やさんだったんだけど（笑

空（＠章大）に「まひるは実家が食べ物やさんを

経営してる人が好きだ。」と言われ。

相葉ﾁｬﾝもそうだったしあながち間違ってないと

思ったりもして。(笑
ｱﾊﾊﾝ[:ときめき:]

あ。つーかつーか昨日の少ｸﾗに亮ﾁｬﾝ出るなんて知らなかったんですけどぉー[:悲しい:]
Webに今週末のしか載ってなかったような気がした。
だから今週末録画すればいいやって思って

録画しなかったのぉー[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
かんなりSHOCK　MEなんですけど!!!![:パー:][:悲しい:]
亮ﾀｿーﾝ[:悲しい:]
つーか昨日は少ｸﾗないと思ってた。(ﾁｰﾝ
死んでしまえ[:悲しい:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

今週仲には再開したいと思ってます。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.04 Tue 眠い。眠い。眠い。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日録画してたｺﾅﾝSPを見てたのね[:ハート:]
面白かった[:ハート:]
もうｺﾅﾝは大好きなのね[:ハート:]
１７日には劇場版が１９時からやって

２１時から小栗ｱﾝのｺﾅﾝが見れるのーん[:ときめき:]
ｺﾅﾝ祭り。ﾜｰｲヽ(ﾟ∀ﾟ)メ(ﾟ∀ﾟ)メ(ﾟ∀ﾟ)ノﾜｰｲ
たぶん前回のｺﾅﾝもﾋﾞﾃﾞｵに録画してるからDVDに落としたいんだけど
見つからねー[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)

そういや、昼間にﾌﾞﾛｸﾞ更新するのもっそい久々じゃない???
最近いつも昼間寝てたし[:パー:][:悲しい:]
いや、今日も眠いの。

ﾎﾝﾄは。

でもあたし、今月は更新３０回以上やりたいのよ[:パー:]
なんか急にﾌﾞﾛｸﾞに目覚めた。（笑

仕事忙しくても頑張りたい。

まひるの今月の目標は３５。

頑張りﾏｳｽ。

全然関係ないんだけど

昨日、東方神起がはなまるに出た時のDVD昨日見てたの。
ﾏｼﾞ、ｶｯｺｲｲ[:ときめき:]
あたしは今までﾕﾝﾎとｼﾞｪｼﾞｭﾝが大好きだったんだけど

昨日見ててそれにﾁｬﾝﾐﾝも加わったよ[:ハート:]
どんだけ好きなんですか???[:パー:]
ﾏｼﾞね、ﾕﾝﾎが映るたびにﾕﾝﾎかっけー[:ハート:]って
騒いでたもん。

またﾕﾝﾎが説明ﾍﾞﾀなのよ[:パー:]（笑



そこがもどかしくてｽﾃｷ[:ハート:]
あたし的にｼﾞｪｼﾞｭﾝの日本語が１番わかりやすい。(笑
それはﾀｲﾌﾟだからですか???[:パー:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あとﾁｬﾝﾐﾝもわかりやすい。

ﾕﾁｮﾝはほとんどしゃべってません[:パー:]
納豆の時、ちょっと。(笑
ｼﾞｭﾝｽもよくしゃべるよね。

たぶん他の番組に出てもよくしゃべるのがｼﾞｭﾝｽとｼﾞｪｼﾞｭﾝだと

思う。

あ。そうそう、おめざで食べてたカツ丼がまた美味しそうなのよ[:パー:]
あたしもカツ丼大好き[:ハート:]
朝からカツ丼ですか???とは思ったけど[:パー:]
絶対あたしﾌﾟﾁｹﾞﾛが出るよ[:きのこグリーン:]
(↑ﾌﾟﾁｹﾞﾛとか言うな[:パー:]

そうそう、今週の木曜日、休日出勤になったの[:下向き:][:下向き:][:下向き:]
さっき職場から[:電話:]あって言われた。
なんかﾊﾞｲﾄの子がｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞにかかったらしい。

その代わり。

あたしも去年の冬は風邪ひかなかったけど

夏風邪ひいてこりたから

風邪には気をつけようーっと。

あぁ。そしてやっかし眠い。

今、目が閉じかかってるもん[:悲しい:]
結局今から寝るらしい[:ムニョムニョ:]
なんでこんなに休みの日って眠いんだろう。

全然ﾀﾞﾒじゃん[:パー:]
[:パソコン:]がｼｬｯﾄｱｳﾄしそうなので
電源落とします。

また夜書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：音楽

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c74/10/


2007.12.06 Thu 愛が冷めたわけじゃないんだ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾉｰｰｰｰｰｰｰｰｰﾝ!!!!!!
日曜日の少ｸﾗ録画に失敗しました。

とゆーかやることを知りませんでした[:悲しい:]
そこでﾀﾞﾋﾞしてやってもいいよという方が

いらっしゃったらぜひぜひお願いします。

ﾋﾞﾃﾞｵでもDVDでもどちらでも結構です。
そんな親切な方がいらっしゃったら

ﾌﾟﾛﾌのとこからﾊﾟｿに[:メール:]ください。
切実です。

ﾖﾛｼｸお願いします。

ってしょっぱなからお願いｺﾒﾝﾄで申し訳ないです。

亮ﾁｬﾝのcodeがどうしても見たいのです[:ぴかぴか:]
ﾖﾛｼｸお願いします。

さてさて今日はまひるは仕事が終わった後

買い物に出ました。

ﾎﾝﾄは欲しいﾋﾟｱｽがあったんだけど

今、ﾋﾟｱｽﾎｰﾙを塞いでる最中なので

ﾋﾟｱｽが出来ないんですよ[:パー:]
なんかこれがなかなかふさがらないんですよねぇ[:悲しい:]
２年ぐらいかかるみたいで[:悲しい:]
もちろん開け直す予定でいるので

ちゃんと塞がるのを待たないといけないわけで。

じれったいです[:悲しい:]
あとニット帽が欲しかったんですけど

髪を切った今、似合うﾆｯﾄ帽がない[:悲しい:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ



話は変わって。

こうも忠義に会えないと禁断症状が出てきますね。(笑
まひるﾀｿ、７月の山梨公演以来忠義に会っていません[:パー:][:悲しい:]
もう５ヶ月ですよ。

会えてる人はもっと会えてるわけで

そう考えるとすごくじれったくて

もどかしくてやりきれない気持ちになります。

大倉担になってこんなに会えなかった時は

初めてかもしれません。

なんかもっと仕事の方を要領よくやれば忠義に会えてたかも

しれません。

あたし要領よくとか出来ないﾀｲﾌﾟなんですよ。

不器用だし、

仕事のことで一生懸命になってしまうと

周り見えなくなってしまうし。

忠義のことでさえ忘れている時があります[:悲しい:]

最近空（＠章大）との[:メール:]もｴｲﾄのことより
近況報告の方が多くなりました。

空も子育ての方が大変なようでその報告はよく受けます。

あたしはあたしで家族のこととか仕事のこととか

[:メール:]することが増えました。
なんかちょっと寂しいような気もします[:悲しい:]

でも決して忠義のことを忘れたわけでも嫌いになった

わけでもありません。

むしろ大好きです[:ハート:]
ｴｲﾄ全員が大好きです[:ハート:]
これからも日々、忠義愛で頑張っていきたいなって思ってます。

明日、仕事が入ってしまったので

ｺﾒﾚｽできそうにないですけど余裕のある時に

必ずやりますのでお待ちください。



じゃ、明日仕事なので寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

余裕が出来た時に必ずやりますので

お待ちいただけると幸いです。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.07 Fri ｼｹﾞた、ｶｯｺｲｲー&#9829;

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

２日の少ｸﾗを録画失敗しました。

ﾀﾞﾋﾞしてもいいよと言う親切な方

いらっしゃったら送料やﾒﾃﾞｨｱ代も

お支払いしますので

ﾌﾟﾛﾌにﾊﾟｿのﾒｱﾄﾞが載せてあるので

ﾒｰﾙくださると助かります。

ﾋﾞﾃﾞｵでもDVDでもどちらでもOKです。
ﾖﾛｼｸお願いします。

今日、[:パソコン:]のﾒﾓﾘｰを注文しました。
来週中には届くと思うので

休みの日にﾒﾓﾘｰ増設やりたいと思います。

もうね、かなり限界なの[:悲しい:]
何気に今月はさすが師走。

やることいっぱいあります。

年内にｺﾒﾚｽも終わらせたいところですね。

何気にﾎﾝﾄ休みの日は眠くて眠くて

なかなかｺﾒﾚｽが出来なくてすみません[:汗:]
年内には必ず終わらせますので。

今日、休日出勤だったんだけど

お客さんに「どうして髪切ったんですか???
長い方が良かったのに。」って言われました。

短いのはﾀﾞﾒですか???[:パー:]
あたしだって切りたくなかったわよ[:パー:]
へっぽこ美容師に切られたんだーい[:悲しい:]
しかもあたし普段分け目右側なのに

左側に変えられたし[:パー:]
もうそれが気持ち悪くて[:悲しい:]



まぁ、でもお客さんに気遣っていただけるのは

嬉しいことです[:ハート:]

そうそうそして途中からだったけど

「姿三四郎」見ました[:ぴかぴか:]
もうーねぇ、ｼｹﾞたがｶｯｺｲｲのよ[:ハート:][:ハート:][:ハート:]
柔道ｼｰﾝとかも結構ﾘｱﾙで良かったし、

ますますｼｹﾞたが大好きになりました[:ハート:]
なんか純愛通してるとことかすごく良かったし、

ｼｹﾞたが爽やか〜[:ぴかぴか:]
あたしｼｹﾞたのお芝居好きだわ[:ハート:]
なんかすごく常に一生懸命で言葉ひとつひとつに

重みがあってｽﾃｷだなぁって思いました[:ぴかぴか:]
あぁ。もうｼｹﾞた大好き[:ハート:]

あ。結局ﾚｺﾒﾝの重大発表って何だったの???
誰か教えてくださーい[:ハート:]
帰ってきたのが２２時だったし、

それからｼｹﾞた見てたからすっかり忘れてたよ[:悲しい:]
そしてそれに気がついたのが今です。(ﾁｰﾝ
なんかだって休日出勤したから曜日の感覚なくなってたんだもん[:悲しい:]

今年は３１日までお仕事です[:悲しい:]
仕事って言っても大掃除とかﾐｰﾃｨﾝｸﾞとか福袋の準備とかで

実質店が閉まるのは３０日なんですよ[:パー:]
何気にもう１２月なんだなぁって。

全然実感ないんですけどね[:パー:]
でも来年は今のとこお正月は出勤がないんですよ[:パー:]
いつも大概２日から仕事してるんですけど

今年はお正月休みもらえました[:ハート:]

２１日のMｽﾃｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞにｴｲﾄ出るんですねぇ[:揺れるハート:]
もしかして初めてだっけ???



なんかﾄﾞｷﾄﾞｷします[:ラブ:]
忠義の萌え顔が見れちゃうかなぁ[:ハート:]
そして今年もｶｳｺﾝは行かないんですけど（笑

ｶｳｺﾝ行く方は楽しんできてくださいね[:ハート:]
あたしは年末年始に出かけるのﾎﾝﾄ嫌いで。(笑
前はもっとﾌｯﾄﾜｰｸ軽かったんですけど

最近は無理です[:パー:]
ﾎﾝﾄはただﾁｬﾝとお正月迎えたいんですけどねぇ[:ぴかぴか:]
[:テレビジョン:]の前でｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝすることにします[:ハート:]
（↑これ恒例[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

なかなか出来なくてｺﾞﾒﾝなさい。

１２月に入ってますます仕事が忙しくなって

いてお疲れ度もMAXです[:悲しい:]
なるべく早めにｺﾒﾚｽ頑張りますので

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.07 Fri 夢見る乙女。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

少ｸﾗ、ﾀﾞﾋﾞしてくださる方が

見つかりました。

ありがとうございます。

そして２日もｳｻﾞｽなﾀﾞﾋﾞのお願いｺﾒﾝﾄ

載せてしまってﾎﾝﾄすみませんでした[:汗:]

あうあう。

今日は歌姫ー[:ハート:]
なんか先週のﾁｯｽの展開からどうなるのか

ﾄﾞﾁﾄﾞﾁです[:ラブ:]
あたしあのﾁｯｽになる瞬間なぜか下向いてたんですよ[:パー:](笑
で、顔上げたらﾁｯｽしてて

えぇぇぇぇぇぇぇぇえｰｰｰｰｰｰ!!!!!
みたいなね。(笑
もうただﾁｬﾝがもっそい最終回の前振り入れるから期待してしまって。

なんか納得いく最終回だったらいいなぁと思います。

さてｼﾞｪｰﾑｽは地元に帰って大学に戻るのかな???
神宮寺くんにとってお遍路の旅も

まんざらでもなかったのかなぁって思います。

彼女に振られて始めたお遍路の旅だったけど

自分の夢も見つけられたし、

鯖子さんには勝てないけど自分の意見とか

しっかり言えるように成長したし、

強い意思を持てるようになったのも

太郎と土佐清水の町のおかげかなぁって思います。

さて問題は太郎の記憶です。

記憶が戻った上で鈴のことを選んでくれたら嬉しいなぁって

思います。



ただﾁｬﾝが号泣しちゃうようなﾗｽﾄなので

楽しみですね。

なんかまるで今日がﾗｽﾄっぽく書きましたけど

まだもう少し続きますね。

なんか２２歳の忠義が大学生役やってて

２６歳のヨコが高校生役をやってるのも

不思議な感じがします。（笑

なんか意外と忠義って高校生役ってないですよね。(笑
蹴鞠師の時、ちょっと高校時代を演じたぐらいで。

やっぱり落ち着いてるから大人っぽく見えるのかなぁ???
あたしとしては高校生役ｷﾎﾞﾝﾇなんですけど[:パー:]
大丈夫。

ｼｹﾞたが高校生役できるぐらいだから[:パー:]（笑
（↑もっそい失礼な人[:パー:]
でもｼｹﾞたって爽やかなんだよなぁ。(笑
妙に。(笑
すっごい好青年じゃない???
なんか絶対親に紹介する時とか好印象だよー[:ぴかぴか:]
あとじゅんのすも。

でもじゅんのすはあの駄洒落がねぇ。(笑
ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

忠義も結構好印象だと思うんだけど

女ぐせ悪そう。(笑
（↑限りなく失礼な人[:パー:]
だって絶対ﾓﾃるもん。

あぁ。その設定なんだ。(笑
なんか絶対来るもの拒まずでしょ???(笑
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
だったら案外遊んでそうで一途な錦戸亮がいいもん。

(↑話が飛躍しすぎ[:パー:]
あたしはそんな目で忠義のことを見てたんだ???(笑
そりゃｼｮｯｸ・衝撃でしょ???
ただﾁｬﾝ、そんなことないもんね???
なんか自担ってついつい疑ってみたくなってしまうのよね。

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

年内中には終わらせたいと思ってます。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.09 Sun ｻｸｻｸっと。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、帰ってきたらﾒﾓﾘｰが届いていたので

ｻｸｻｸっとﾒﾓﾘｰ増設しました[:ハート:]
そしたらﾎﾝﾄ起動が早くなって嬉しいです[:ぴかぴか:]
それでもまひるの[:パソコン:]だと５１２MBが限界なので
全然起動遅い方なんですけどねぇ[:悲しい:]
ﾎﾞﾛ[:パソコン:]だけどばぁちゃんが亡くなる直前に
買ってくれたものだから大切に使いたいんだよね。

ﾏｼﾞこの[:パソコン:]化石物のMEだからね[:パー:]
XPが発売になる直前でXP推奨ﾊﾟｿだったの。
だから一応XPなんだけど元はMEってわけです[:悲しい:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

昨日の歌姫の太郎が鈴とｷｽなんてしてないって言った時のｼﾞｪｰﾑｽの

はしゃぎぶりがめっちゃかわゆすで[:ハート:]
大の字になってｼﾞｬﾝﾌﾟするｼﾞｪｰﾑｽ最高です[:グッド:]
なんかﾎﾝﾄ心の底から太郎と鈴を応援してるんだなぁと思って。

でも太郎に子供がいたとなるとやっぱり話は

別だよね[:悲しい:]
ﾎﾝﾄに美和子さんは東京に帰ってしまうのだろうか。

なんか鈴の味方をしたいけど子供の気持ち考えると

悩みます[:悲しい:]
なんか切ないなぁ[:悲しい:]
そりゃただﾁｬﾝも号泣だよね[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)

最近職場で風邪が大流行です[:悲しい:]
すでに３人ﾀﾞｳﾝしてます。

風邪うつされないようにしなくちゃ。

なんかまたﾉﾛｳｲﾙｽとか流行ってるみたいだし[:悲しい:]



[:病院:]とかも通院してるから[:病院:]で風邪もらっちゃうかもだし。
来週はまた通院です。

何気忙しいです。

でもとりあえず髪も切ったし、ﾒﾓﾘｰ増設もやったし、

ｴｲﾄとKAT-TUNのｶﾚﾝﾀﾞｰも予約したし、
後はDVD発売とｸﾞｯｽﾞを受け取れば[:OK:]
あ。１番忘れちゃいけないのがｺﾒﾚｽ[:ハート:]
年内には終わらせなくちゃ[:ぴかぴか:]
なんか今年もｼｭｼﾞｭのｽｹｼﾞｭｰﾙｶﾚﾝﾀﾞｰが発売になるんだけど

今年は買うの辞めようと思って。

去年買ったんだけど２回開いて終わったから[:パー:](ﾁｰﾝ
あぁ。でも東方神起のｶﾚﾝﾀﾞｰも欲しかったりすゆ[:ハート:]
[:お金:]がいくらあっても足りないよ[:悲しい:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2007.12.09 Sun 睡魔。

おはよー[:おてんき:]
寝たのが５時近かったんだけど

８時半に起床。

たぶん今寝たら先週見たく起きれないから[:パー:]
先週焦ったもん[:冷や汗:]
起きたら[:家:]出る時間で[:悲しい:]
幸い店長じゃなかったから怒られずに済んだけど

店長だったら大目玉ですわ[:パー:]

そろそろ忠義も歌姫ｸﾗﾝｸｱｯﾌﾟ迎える頃かなぁって。

来週が１０話。

そして最終回が１１話。

なんだかんだと言ってもう残すとこあと２話なんだねぇ。

ﾄﾞﾁﾄﾞﾁの展開ですわ[:パー:]
なんか寂しくなるねぇ。

始まる前は忠義の初の連ﾄﾞﾗ出演だぁー!!!!![:ハート:]
とかすっごい楽しみにしてて

始まってみたら毎週すごく切なくさせられて[:ポロリ:]
歌姫にﾊﾏっていきました。

ぶっちゃけ１話見た時はﾋﾟﾝとこなかったの[:悲しい:]
でも見続けていくうちにどんどん面白い展開になっていって。

１番面白かったのはｸﾛﾜｯｻﾝの松VS太郎だったけど。(笑
来週はまたｸﾛﾜｯｻﾝの松が土佐清水の町にやってきます。

久々に爆笑しそうです[:てれちゃう:]
そういや、ｸﾛﾜｯｻﾝの松と太郎ってIWGPｺﾝﾋﾞですよね[:チョキ:]
あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

思い出した。

今週、まだ歌姫のｸｲｽﾞやってない[:悲しい:]
これ終わったら即効いってきます[:GO!:]

なんか[:パソコン:]の起動が早いと嬉しいね[:ハート:]
前は６分かかってたんです[:悲しい:]
でも今は１分です[:ハート:]



もうね、ﾈｯﾄの接続が調子悪くて[:電話:]して聞くでしょ???
再起動が遅くてちょっと恥ずかしかったんですよ[:パー:]
ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝして再起動すると７分ぐらい時間かかってたから[:パー:]
[:電話:]越しにまだですか???まだですか???
ってよく聞かれてた。(笑
これで恥ずかしくないぞ[:グー:]

なんか結局歌姫と有閑倶楽部の感想毎週ｱｯﾌﾟする予定だったんだけど

それもｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞになってしまったし[:悲しい:]
せっかくただﾁｬﾝの連ﾄﾞﾗ初出演だしと思ってたんだけどなぁ。

睡魔には勝てなかった[:悲しい:]
仕事忙しくてﾘﾋﾟﾘﾋﾟもしてないし[:悲しい:]
２話に至ってはまだ見てないし[:悲しい:]
ﾄﾞﾗﾏ終ったら編集がてらゆっくり見たいと思います[:ハート:]

もう1月からのﾄﾞﾗﾏは楽しみにしてるのがあるんだ[:ハート:]
ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾒﾝのもちろんだけど

D-BOYSの柳くんが出る夕方からのﾄﾞﾗﾏとか。
なんか野ﾌﾞﾀの男ﾊﾞｰｼﾞｮﾝみたいなﾄﾞﾗﾏ。

亀ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏはやっかし上ﾌﾟからの指導が入るのだろうか???(笑
なんか上ﾌﾟのﾎﾞｸｼﾝｸﾞも趣味の域超えてるよね???
まさか上ﾌﾟがこんなにﾊﾏるとは思ってもなかったよ[:パー:]

ﾔﾊﾞｲ。

睡魔が襲ってきてます[:眠たい:]
眠いです[:悲しい:]
これから仕事なのになぁ[:悲しい:]
いつもこの睡魔に耐えられなくて休みの日

寝ちゃうんだよね[:悲しい:]

あぁ。やっぱりちょっと寝ます。（ﾍﾀﾚ



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2007.12.09 Sun 好きだから。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日３回目。

大倉担まひるですけどもー。

今日ちゃんと仕事に行けたよー[:ハート:]
２度寝したけど起きれた[:ぴかぴか:]
なんか日曜日が終わるとほっとする。

あと１日行ったらお休みなんだって思えて。

でも休みなんてあっという間なんだけどね[:悲しい:]
火曜日は[:病院:]だしあっという間だな。
先々週[:病院:]行った時はびっくりした。
２０人ぐらい待ってる人いるんだもん[:びっくり:]
あれは２時間半は待つな。

あたしは薬だけだったから２０分ぐらい待って終ったんだけどね。

でも往復で１時間かかるし、

受付、ｶﾙﾃ出して、薬もらうので結局１時間はかかるから

午後一で行っても帰ってくるのは３時半とか。

早くてそれだもん。

(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝ

あたし、久々にV6の新曲買おうと思ってるんだけど
生産限定のBが欲しいのね。
買えると思う???
とりあえず火曜日、CDｼｮｯﾌﾟに行くけど[:パー:]
ｴｲﾄのDVDはﾈｯﾄで予約したから当日じゃないと届かないんだよね[:悲しい:]
だから水曜日にｶﾞﾝ見[:びっくり:]します[:パー:]
あたし、Vのこうゆう感じの曲好き[:ハート:]
手紙とか。

ｱﾙﾊﾞﾑは全部持ってるんだけどｼﾝｸﾞﾙは途中までしか持ってないんだよね[:悲しい:]
何気、剛つん好きなあたしがいとしのﾅﾎﾟﾘﾀﾝを

買えなかった人ですから[:パー:]
なんか予約するの恥ずかしかったんだって[:てれちゃう:]
だって「ﾄﾘｵ·ｻﾞ·ｼｬｷｰﾝ」だよ[:パー:]（笑



で、前日行けば買えるなって思ってたら全然[:パー:]
もうSHOCK MEですわ[:悲しい:]
そのくせｴｲﾄのｼﾝｸﾞﾙは「ｽﾞｯｺｹ男道」です[:パー:]って
声を大にして予約するくせに。(笑
もうね、ｴｲﾄに関しては恥じてはやっていけないのよ[:パー:]
開き直らないと[:パー:]
まぁ、まぁ、そんなｴｲﾄが大好きなんですけど[:パー:][:ハート:]

最近毎日有線で「weeeek」聴く。
絶対顔にやけてるよ[:てれちゃう:]
(*´д｀*)ハァハァ
つーかつーか今思い出したよ

NEWSのｼﾝｸﾞﾙとｱﾙﾊﾞﾑ連動のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ応募。
締め切り見たら１１月３０日だったー!!!!（ﾁｰﾝ
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
ｶｰﾄﾞが欲しかったよー[:悲しい:]
もうｼｮｯｸ·ﾄﾞ·福原[:パー:][:悲しい:]

なんか昨日の松原といい今日の８１８といい

[:チケット:]大変だったみたいですね[:悲しい:]
なんか苦労知らずで通っちゃったから

もっそい申し訳ない感じで[:汗:]
あたしは全然担外なんだけど

でも相方の空（＠章大）は自担だから

無事に[:チケット:]が取れてﾎﾝﾄに良かったんだけど[:悲しい:]（←嬉し泣き
なんかでもあたしが言うのもなんなんだけど

ﾎﾝﾄに好きな人が見れたらいいなぁって思う。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててすみません[:汗:]
お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2007.12.10 Mon 君なしじゃ生きられない。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

疲れた[:悲しい:]
右腕とかﾊﾟﾝﾊﾟﾝですけど[:パー:]
もうﾚｼﾞ打つ手がﾌﾟﾙﾌﾟﾙしちゃうんですけど何か???[:パー:]
あたし思ってる程力ないんですよ[:パー:]
だからすぐ筋肉痛とか腱鞘炎とかになっちゃうの。

たぶん握力とかも果てしなくないです[:悲しい:]
なんか仕事で結構重たい荷物運んだりもするんで

すぐﾌﾟﾙﾌﾟﾙしちゃうんだよね[:悲しい:]（笑
なのに全然華奢じゃないの。(笑
単なるﾒﾀﾎﾞ人間です[:悲しい:]
たぶんね、前はもっと力あったんだよ。

ﾄﾞﾗﾑやってたし。

最近ﾄﾞﾗﾑ全然やってないからもっそいﾍﾀﾚなんですけど[:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)

あぁ。明日「４７」見れる人が羨ましいですきに。

もちろん両方買ったんだけど両方ともﾈｯﾄで買ったから

１２日じゃないと見れないの[:悲しい:]
片方は店頭で買えばよかったかなぁ。

ちょっと後悔[:悲しい:]
まぁ、いいや。

水曜日夜更かしして見れるし[:ときめき:]
ただﾁｬﾝ!!!!![:ハート:]
もう何が楽しみって寝起きが１番楽しみなんですけど[:パー:](笑
変態ですか???[:パー:]
もっこししてないかなぁとか。（爆笑

重要なのはそこですか???[:パー:]
いやいや、それは冗談ですけど

寝起きの顔がﾔﾊﾞｸないかなぁとか。

あたしはﾔﾊﾞｲです。（笑



今日も仕事行ったら即効「寝起きでしょ???」って言われました。
寝起きです[:パー:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あたし、昔はﾎﾝﾄ寝起きの良い子だったんですよ[:パー:]
それが最近じゃ寝ぼけまくり。

寝る前にすごい水分とるから顔はむくむし。(笑
ある意味もっこしです[:パー:]

今日、夕飯がｺﾝﾋﾞﾆご飯だったので

仕事の帰りにｺﾝﾋﾞﾆに寄ったら「FINE　BOYS」が売ってたんで
即効買ってきました[:ハート:]
亮ﾁｬﾝが表紙なんですよね[:ハート:]
もっそいｶｯｺｲｲんですけど!!!!![:ハート:][:ハート:][:ハート:]
衣装もｶｯﾁﾘ目でかなり似合ってて萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]
中の写真の顔くしゃってなるぐらい笑ってる顔が

亮ﾁｬﾝっぽくて好き[:ハート:]

あ。つーか今日のHEY3にｴｲﾄの未公開ｼｰﾝが流れたらしいんですけど
どんなやつだろ???
なんかやるって知った時にはもうHEY3始まってて
弟もまだ仕事中で[:家:]にいなかったから
録画頼めなかったし[:悲しい:]
あとでﾌﾞﾛｸﾞﾁｪｯｸしてきまーす[:ぴかぴか:]
誰か見た人います???

あと、今日少ｸﾗのﾀﾞﾋﾞしてくれたやつが届いたので

これ終ったら見ます[:ハート:]
なんか亮ﾁｬﾝがｴｸﾞｴｸﾞしてるって聞いたんですけど

ﾏｼﾞですか???[:パー:]

とりあえずまた後で書きます。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

今月中には終らせる予定でいます。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

急ぎの方はﾒｰﾙでどぞ。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2007.12.11 Tue code

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日の嵐の宿題くん面白かったなぁ[:ハート:]
もう翔ﾁｬﾏのﾍﾀﾚぶり、最高[:グッド:]
何やらせてもどんくさいの。(笑
とてもZEROでﾆｭｰｽ読んでる人と同じ人とは思えません[:パー:]
たぶん翔担の人からしたらそこがｶﾜｲｲんだろうなぁ。

いやいや、あたしもそんな翔くんが好きなんだけどね。

あと食パンのやつで段々どS松本がキレ始めてウケる。（笑
元相葉担のあたしとしたらやっかし相葉ﾁｬﾝ[:ハート:]
哺乳瓶のやつの吸引力が半端じゃないの。

ﾏｼﾞエロス[:ときめき:]
あたしもっと昔は翔ﾁｬﾏってすかしてる人だと

思ってたもん。(笑
なのになんであんなにどんくさいんだろ???(笑
もう面白くてずっとお腹かかえて笑ってた。

ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ、嵐[:グッド:]

そ、そ。２日の少ｸﾗ見ました[:ハート:]
「code」がすっごーーーーーーーーーーいｶｯｺｲｲの!!!!![:ハート:][:ハート:][:ハート:]
やっぱり亮ﾁｬﾝ、ｴｸﾞｴｸﾞしてるよね???
なんか見てるこっちもｴｸﾞｴｸﾞしてきたもん。

すーーーーーーーーーーっごい感情が入っててｴｸﾞｴｸﾞ[:ポロリ:]
あたし、NEWSｺﾝ行ったことないから
codeって歌ってるの見たの初めてだったんだけど
ﾎﾝﾄ、亮ﾁｬﾝのｿﾛの中で１番好き[:ハート:]
機会があったらNEWSｺﾝにも行ってみたいなぁって思います。
やっぱり亮ﾁｬﾝのいるｸﾞﾙｰﾌﾟだから１度はﾗｲﾌﾞ行ってみたいなって思う。

NEWSの亮ﾁｬﾝも知らなくちゃ、やっぱ錦戸亮は語れないかなと
思って。

あたし今日、もっそい錦戸亮について書いてるんですけど[:パー:](笑
なんか亮ﾁｬﾝがNEWSでﾃﾞﾋﾞｭｰした時はぶっちゃけ凹んだけど



でも亮ﾁｬﾝが頑張ってるｸﾞﾙｰﾌﾟだからやっぱり

思い入れとかあるし、

応援したいなって思う。

もちろん亮ﾁｬﾝだけじゃなくて他ﾒﾝも好きだし。

あたし、横A行く途中で慶ﾁｬﾝに遭遇したことあって。(笑
まだ慶ﾁｬﾝがｼﾞｭﾆｱだった頃の話なんだけど。

もっそいﾀｲﾌﾟでした[:ハート:]（笑
あたし、基本、一重か奥二重好きだからなぁ。（笑

あたし自身が二重っつーか奥二重っつーか。（笑

微妙。（笑

そろそろ寝ます。

寝る前にまた少ｸﾗみよー[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2007.12.11 Tue ★ｺﾒﾚｽ★

お待たせしててすみません[:汗:]
今日からｺﾒﾚｽ再開したいと思います。

順番にやっていきますので

まだの方はしばしお待ちを[:パー:]

ｺﾒﾚｽ

咲さん（＠忠義）

みおり（＠忠義）

りぃさん

arisaﾁｬﾝ（＠忠義）
せらさん（＠忠義）

すぅさん（＠すばる）

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

茉淋さん

ゆいさん（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

ごんさん（＠忠義）

花音さん（＠忠義）

めぇぐさん（＠忠義）

小春ﾁｬﾝ（＠章大）

あい（＠和也）

忠佳ﾁｬﾝ（＠忠義）

結希（＠すばる）

竜奈（＠竜也）

すみません。９月１８日までのｺﾒﾚｽになります。

まだの方はしばしお待ちを。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ

JUGEMテーマ：ジャニーズ

咲さん（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ果てしなく遅くなってしまってｺﾞﾒﾝなさい。

これに懲りずにこれからもｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです。

忠義とﾄﾞﾗｲﾌﾞいいですよねぇ[:ハート:]
そ、そんなあたしこそ後部座席で咲さんと忠義が

ｲﾁｬつくとこを指くわえて見させてください。

（↑ある意味変態[:パー:]
弟さん、野球選手になりたいんですか???
もしﾌﾟﾛ野球選手になれたら

忠義との交流も出てくるかもしれないじゃないですか???
ここは応援しましょう。(笑

みおり（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝね。

ﾏｼﾞ休みの日に起きれなくて[:汗:]
ちなみに今は眠れないので

ｺﾒﾚｽやって朝一で[:病院:]行こうかなぁと思ってます。
うん。

お互い頑張ろうね。

eighterの力でもっともっとｴｲﾄを最高で最強のｸﾞﾙｰﾌﾟに
出来たらﾎﾝﾄに最高だと思うよ。

なんか歌姫のｴｷｽﾄﾗの募集条件が難しかったよね。

３０年代の服装とか。(笑
それがｸﾘｱ出来たら応募してたんだけどなぁ。

そんな歌姫ももうすぐ終わりだね。

なんか毎週ｼﾞｪｰﾑｽを見れてたのが見れなくなると

思うと寂しいです[:悲しい:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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りぃさん

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

これに懲りずにｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

やっぱりたっちょんが元気ないと不安になりますよね。

いつも元気なたっちょんだけに心配になります。

最近はﾄﾞﾗﾏのお仕事やいろんなお仕事で忙しく

してるみたいですけど

元気に頑張ってるみたいで嬉しい限りです。

やっぱりたっちょんが元気でお仕事してくれてるのが

１番嬉しいですよね。

arisaﾁｬﾝ（＠忠義）
ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝね。

これに懲りずにｺﾒﾝﾄくれると嬉しいです[:ハート:]
そ、そんなまひるに頭が上がらないなんて。

でもやっぱり忠義が元気なかったらみんなが心配するし、

１日も早く元気になって欲しいなぁって思うし。

最近はいろいろなお仕事が入ってきて

落ち込んでる暇もないのかもしれませんね。

忠義にはいつも元気でいて欲しいです。

せらさん（＠忠義）

ｺﾒﾝﾄ遅くなってｺﾞﾒﾝなさいね。

これに懲りずにｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]
もう今日には「４７」買えるんですよねぇ。

まひるは１２日じゃないとｹﾞｯﾄ出来ないんですけど[:悲しい:]
抱かれたい男一位。

確かに一位ですよね。(笑
忠義なら遊びでもいいです。(笑
(↑痛い子発言[:パー:]
ﾎﾝﾄ忠義にはずっとずっと笑顔でいて欲しいですね。

忠義の笑顔であたし達が幸せでいられるんですもん。

ﾂｱｰが終ってこうしてDVDが発売になって



またたくさんの記念が出来ましたね。

ｴｲﾄﾒﾝの成長の見れる内容だと嬉しいなって思います。

最近はｽﾄﾚｽは発散されてる方だと思います[:ぴかぴか:]
ｽﾄﾚｽって大変ですよね。

すぅさん（＠すばる）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

これに懲りずにこれからも仲良くしてくれると嬉しいです[:ハート:]
抱かれたい男の一位に忠義はびっくりしましたよね。(笑
ﾎﾝﾄそれにﾔｷﾓﾁ焼いてるヨコが可愛かったですよね[:てれちゃう:]
なんかｴｲﾄの次のﾗｲﾌﾞが気になりますね。

春ぐらいにはあるんでしょうかねぇ。

ﾄﾞｷﾄﾞｷ[:ラブ:]です。
すぅさんって学生さんだったんですね。

あたしてっきり社会人さんかと思ってました。

すぅさん、「未定」のPG発売どうでした???
ﾁｹｯﾄ取れました???
やっぱり行きたいですよね。

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

４７ﾂｱｰお疲れ様でした。

たくさん楽しい思い出が出来たみたいで

ﾎﾝﾄ良かった[:ハート:]
高木熱完全に冷めました。(笑
ﾍｲｾｲで興味あるのは薮くんと光と伊野尾ﾁｬﾝだけです。

でも[:CD:]買ってないんですけど[:パー:]
相葉熱はどう???
あたしも結構相葉熱きてます[:ハート:]
嵐の宿題くん見てると相葉ﾁｬﾝの天然な部分が

炸裂しててﾏｼﾞ面白い。

茉淋さん

初めまして。



ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさいね。

ｳﾞｫﾙﾋﾞｯｸのお水の件まだやってたらぜひﾌﾞﾛｸﾞに載せて

ください。

たくさんの人に広げていきたいなぁって思います。

あたしもお水の中では１番ｳﾞｫﾙﾋﾞｯｸを飲むので

こうゆうことがあると嬉しいですよね。

ゆいさん（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

これに懲りずにｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

mixi始めたんですか???
まひるもmixiやってるんですけど
ほとんど放置なのでそろそろ本腰入れてやらなくちゃなぁ

って思ってます。

いやいや、まひるなんてまだまだ忠義愛に関して

甘っちょろいですよ。(笑
これからもっともっと深めていきたいなって思ってます。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

ゆか（＠忠義）

あたしもゆかのﾌﾞﾛｸﾞは結構読んでるよ。

ｳﾞｫﾙﾋﾞｯｸのこと今もやってたらぜひﾌﾞﾛｸﾞに載せてください。

ﾎﾝﾄ亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝね。

へぇ〜。そっか。

郵便局の利息の一部が寄付されるように設定してるんだね。

そうゆう小さな積み重ねって大切だと思うよ。

あたし達には些細なことでも海外の子供達の

お役に少しでも立てるんなら嬉しいよね。

ごんさん（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

これに懲りずにこれからもｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]
１ﾘｯﾄﾙの水を買っただけでｱﾌﾘｶの子供達に１０ﾘｯﾄﾙのお水が



届くって素晴らしいことですよね。

これなら簡単に出来るﾎﾞﾗﾝﾃｨｱですよね。

花音さん（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさいね。

これに懲りずにｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]
ありがとー[:ハート:]
大好きと言ってもらえると素直に嬉しいものです[:ハート:]
これでもｦﾀ卒しようかとかﾌﾞﾛｸﾞやめようかって

悩んだ時期もあったんですよ。

でもやっぱりあたしは忠義が好きだし、

ﾌﾞﾛｸﾞを書くことも大好きなので

結局すべて吹っ切れてこれからも頑張ろうって決意しました。

めぇぐさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってﾎﾝﾄｺﾞﾒﾝなさい。

これに懲りずにこれからもｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

ｳﾞｫﾙﾋﾞｯｸの件まだやってるかどうかわからないんですけど

もしまだやってたら協力お願いします。

なんか少しでもｱﾌﾘｶの子供達に豊かな生活を送って

欲しいなって思います。

小春ﾁｬﾝ（＠章大）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝねー[:汗:]
これに懲りずにｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

小春ﾁｬﾝって高身長なんだ???
意外です。(笑
あ。でも逆に高身長で細身でｽﾗっとした感じの

ｲﾒｰｼﾞも。(笑
そ、そんな。

まひるに愛されてるたっちょんはいい迷惑ですよ[:パー:]
小春ﾁｬﾝも８００ｴﾝﾄﾘｰ目指して頑張ってね。



またﾊﾞﾄﾝ回すねー[:ハート:]
気持ちは常連とゆーかもうすでに小春ﾁｬﾝは常連さんですよ[:ハート:]
これからもよろしくね[:チョキ:]

あい（＠和也）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさいね。

これに懲りずにこれからもｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

そうですかねぇ。(笑
こうして続けていられるのも忠義愛があるからですかねぇ。

少しでもあたしの忠義愛をみなさんにお届けできたら

いいなって思ってます。

はい。これからもあたしのﾍﾟｰｽで忠義愛を貫き通していきます。

ﾄﾞﾘﾎﾞは毎回見てたんですけど

ﾎﾝﾄ亀ﾁｬﾝの頑張りには頭が下がりますよね。

そうですね。

もっと純粋な気持ちで応援出来たらいいなって思いますね。

有閑倶楽部、面白いですよね。

慶ﾁｬﾝもｹﾞｽﾄ出演したことだし、

NEWS、KAT-TUN、ｴｲﾄがﾄﾞﾗﾏで共演って貴重だと思いますね。
そのﾄﾞﾗﾏもあと少しちょっと寂しいけど

１月からは亀ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏも始まることだし、

楽しみは尽きないですね。

忠佳ﾁｬﾝ（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさいね。

あたしにも鹿児島eighterのお友達がいるので
すごくﾗｲﾌﾞの興奮が伝わってきます。

特にｴｲﾄは九州がお気に入りのようで[:ハート:]
あ。全然ﾒｰﾙしてくださって結構ですよ。

前回みたいにお返事が遅れることはないと思いますけど

多少は遅れますがお返事しますので。

結希（＠すばる）

なんかやっと最近じゅんのの金髪に慣れてきたのに



もうすぐﾄﾞﾗﾏも終わりだねー。

やっぱあたし的ﾋﾞｽﾞNo.1は清四郎ですけど[:パー:]
歌姫ももうすぐ終っちゃうねー。

なんかあたしは終ってから編集がてらﾘﾋﾟﾘﾋﾟしたいと

思ってます。

なんか神宮寺くんって名前結局ﾄﾞﾗﾏの中では１度も

呼ばれなかったね。(笑

竜奈（＠竜也）

ｸｫﾀｰであんなにはっきり金髪が出るんですねぇ。

そこに疑問か[:パー:]
なんかもうすぐ有閑倶楽部も終わりだね。

次は亀ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏだなぁ。

あとﾊﾁｸﾛ。

この２つははずせないなぁ。



2007.12.11 Tue ★ｺﾒﾚｽ★

ｺﾒﾚｽの続きやります。

９月１９日からのです。

ｺﾒﾚｽ

せらﾁｬﾝ（＠忠義）

アルトさん（＠忠義）

ももよさん

SUN★SMILEﾁｬﾝ（＠忠義）
まどかさん（＠忠義）

みおり（＠忠義）

咲さん

小春ﾁｬﾝ（＠章大）

リンさん（ゆっちさん）（＠博貴）

梨香さん

海ﾁｬﾝ（＠∞）
ごんさん（＠忠義）

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

友さん

ゆいさん（＠忠義）

涼華さん

ゆうさん

りぃさん（＠忠義）

真優（＠章大）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

かんさん（＠信五）

ぇりなさん

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

ひより（＠忠義）

舞さん

さくら（＠信五・忠義）

りこさん

YOUさん（＠忠義）
ゆか（＠忠義）

美貴さん



あいさん

るのさん

らずべりーさん

竜奈さん（＠竜也）

妙ﾁｬﾝさん

るぅんさん（＠忠義）

ありさ（＠博貴）

１０月３１日までのｺﾒﾚｽになります。

続きは近々やりますので

まだの方はもうしばらくお待ちください。

ﾎﾝﾄにお待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

せらﾁｬﾝ（＠忠義）

きっとｴｲﾄﾒﾝのことよく知らないから

はとことか選べるんだろうね。

まぁ、詳しくてもｲﾔですが[:パー:]
うーん。やっぱり結婚するなら忠義なのかなぁ???
あたし、亮ﾁｬﾝもいいかなぁって。（笑

そうですね。

すばるの歌には説得力みたいなものがありますよね。

初めてすばるの歌を聴いた頃はすごく荒っぽい感じの

歌い方だったんですけど

いつの間にかすごく丁寧に歌を歌うようになってましたね。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


そうですね。ｴｲﾄには新しいこといろんなことに

ﾁｬﾚﾝｼﾞしていってもらいたいですね。

それでも根本的なことは何も変わらないそんなｴｲﾄで

いて欲しいなって思います。

ﾎﾝﾄに５周年は８人で迎えたいですよね。

忠義にはちゃんと反省点を受け入れるだけの

人格があると思うんです。

だから反省点はちゃんと聞いて欲しいなぁって。

それでどんどん良い方向に変わっててくれたら最高です[:グッド:]
１人の人を長く思うこと。

大切なことだなぁって思います。

これからもずっとずっと忠義を好きでいたいです。

あたし冬ｿﾅってほとんど見たことがないんですよ。(苦笑
４話ぐらいしか。

韓国の方もｶｯｺｲｲですよね。

あたし最近韓国だけにとどまらず台湾の方とかも好きです。(笑
ヨコの制服姿ｶｯｺｲｲですよね[:ハート:]
まだまだ高校生役いけますね。(笑
せらﾁｬﾝ、TVのｱﾝﾃﾅ直してもらいました???
あたし、最近歌姫ｻｲﾄの掲示板にｶｷｺしてないんで

今週は久々にやろうかなぁって思ってます。

「ｲｯﾂﾏｲｿｳﾙ」のPVﾔﾊﾞｲですよね。
いろんな意味で。(笑
あたしは忠義の萌え顔が好きです。（笑

はい。まひるさん、２４歳です。(笑
なんかﾌﾞﾛｸﾞ始めた時は２１だったのになぁと。（笑

HEY3の忠義の前髪ってﾁｭｰﾌﾞで留めてあったんだね。
まひるの部屋の[:テレビジョン:]小さいから
よく見えなかったよ[:悲しい:]
前髪上げてる忠義ｶﾜｲｲよね。

あたしも好き。

あたしもｴｲﾄﾒﾝは全員好きですね。

その中でもやっぱり忠義がダントツで好きです。

ﾌﾚﾊﾟ面白かったですよね。

なんかｸｲｽﾞのやつですごく忠義が活躍してたんで

嬉しくなりましたよー[:揺れるハート:]
疲れてるときって電車の揺れが心地よいんですよね。



ついつい寝過ごしてしまいます。

すばるの女装すごく綺麗で一瞬見ただけじゃ

わからないですよね。

あたし、結局ｼｰﾙはがしてないんですよねぇ。

そうですよね。

あたしはたくさんのﾌｧﾝの１人でしかないけど

でもそのﾌｧﾝ１人１人がｴｲﾄの支えになってること

信じたいと思います。

ありがとう。

アルトさん（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

これに懲りずにｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

アルトさん的には激似だったんですよね???
あたし的にはそうでもなかったです。(ｽﾐﾏｾﾝ（笑

ももよさん

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

これに懲りずにｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

沖縄公演の前に沖縄に行ってらしたんですね。

じゃ、帰りたくない気持ち満載だったのではないかと。(笑
ﾂｱｰも終って新しいことが始まりつつありますね。

ももよさんは松原と章大の舞台やｶｳｺﾝとかの

ご予定はありますか???
ﾎﾝﾄにこれからもｽﾃｷなことをたくさん仕掛けてくれそうな

関ｼﾞｬﾆ∞にありがとうですよね。

SUN★SMILEﾁｬﾝ（＠忠義）
ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝね〜。

ｱﾊﾊ。

関ｼﾞｭでは誰が好きですか???
あたしは菊ﾁｬﾝとﾏｰｼｰと龍規と文ﾁｬﾝと照史かなぁ。

照史はあたしの中で意外性を持ってる人なんだけどね。(笑
あたし前から思ってたんだけど



忠義と松田翔太くんは似てると思う。

顔ってゆーかなんとなく。(笑
あ。誕生日お祝いｺﾒﾝﾄありがとうね。

すごく嬉しかったです。

PVのあの衣装は軽く引きますよね。(笑
そんなｴｲﾄが大好きなんですけど。(笑
あたしも最近ﾚｺﾒﾝ聴いてないなぁ。

今週は聴きたいなって思ってます。

あ。あたし、一応服飾ﾃﾞｻﾞｲﾝ学校卒なんですよ。

しかもﾃﾞｻﾞｲﾝ科卒じゃなくて服飾科卒なんで

縫うのが本職です。

SUN★SMILEﾁｬﾝ、すごいね。
ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞﾚｽ作ったんだ???
あたしも卒業制作がﾄﾞﾚｽでしたよ。

そっかぁ。

金八先生でいろいろ人生変わったんだね。

金八先生って毎回その時代の問題を取り上げてるでしょ???
だから時々過激だなぁって思うことも

あるけどすごく心に残るﾄﾞﾗﾏだなぁって思う。

元気な姿で復帰しました。

ﾎﾝﾄにありがとう。

みんなのその一言で支えられてる気がします。

まどかさん（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさいね。

ﾌﾚﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ面白かったですよね。

忠義の素がたくさん見れて嬉しかったです。

めっちゃ萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]しましたもん。
またこれからもたくさんﾄﾞﾗﾏに出て番宣にも出てもらいたいなぁ

って思います。

みおり（＠忠義）

なんかﾃﾝﾌﾟﾚ頑張って作ってるよ。(笑
今はｸﾘｽﾏｽﾃﾝﾌﾟﾚなんだけど。

１０年前のあたし。



ﾘｱﾙに中学生でした。(笑
みおりは小２かぁ。

ﾔﾊﾞｲ。年の差が。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あ。誕生日のお祝いｺﾒﾝﾄありがとうね。

すごく嬉しかったです。

これからもまひﾗｰでいてください。(笑
「ｲｯﾂﾏｲｿｳﾙ」のｶﾞﾆ股気になるよね。

もう短ﾊﾟﾝは爆笑。(笑
ワンﾁｬﾝ亡くなっちゃったんだよね[:悲しい:]
すごくすごく可愛がってただけにｼｮｯｸも大きくて。

一応３月にまたﾌﾞﾘｰﾀﾞｰさんから譲ってもらえることに

なってるので楽しみにしてます。

牛丼屋さんのたまねぎってﾚﾝｼﾞでﾁﾝしてるんだね。

なんか触りたい。(笑
そう???(笑
あたしっていつも熱烈に見える???（笑
なんかでもね、ちょっと冷めてても

それでも忠義のために何かしたいって思うんだよね。

病気???(笑

咲さん

お月さまって神秘的ですよね。

あたしは大好きです。

今日、ｦﾀ誌買ってきました。

まだ見てないんですけど

最近ｴｲﾄの露出が増えてるので雑誌もﾊﾞｶにならないですよね。

まぁ、ｳﾊｳﾊで読んでるんですけどね[:パー:](笑

小春ﾁｬﾝ（＠章大）

ﾎﾝﾄ職場恋愛ってびっくりです。

あたしは今の職場には全然ﾋﾟﾝとくる人がいなくて。(笑
うつは最近落ち着いてますね。

まぁ、思い悩むことは日々あるんですけど

でも元気にやってます。



まひるのただﾁｬﾝ愛ですか???(笑
最近絶好調ですよ。(笑
ｶｳｺﾝに行かないので次いつ忠義に

会えるのかわからないけどでもDVD見て乗り切ります。

リンさん（ゆっちさん）（＠博貴）

あたしも最近ﾎﾝﾄ夜眠れなくてついつい休みの日に

なると昼間寝てしまって悪循環です。

でも今日はｼｬｷっと起きて[:病院:]行ってｺﾒﾚｽやってます。
ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさいね。

あとﾌﾞﾛｸﾞの方にもお邪魔しますね。

ﾘﾝｸのお返事はﾌﾞﾛｸﾞの方でさせていただきますね。

あ。誕生日お祝いｺﾒﾝﾄありがとうね。

すごく嬉しかったです。

これからも忠義愛貫いていきます。

いろいろな環境があっていろいろｲﾔな思いをすることも

あって。

それで人って大きく成長していくんだなぁって思いました。

リンさんもつらいことたくさんあると思いますが

負けずに頑張りましょう。

梨香さん

初めまして。

ｺﾒﾚｽ遅くなってしまってｺﾞﾒﾝなさい。

ｺﾒﾝﾄありがとうございました。

ﾃﾝﾌﾟﾚの女の人はﾓﾃﾞﾙさんですよ。

あたしもあのﾓﾃﾞﾙさんはすごく気に入ってるので

よく使わせていただいてます。

そうなんですよね。

あたし元々うつ病なので今も薬飲んでるんですけど

女の子の日の前とかは特に不安定になりますね。

心配させてしまってすみません。

これからも少しでもたくさんの人に共感してもらえるﾌﾞﾛｸﾞが

書けたらいいなぁって思ってます。



海ﾁｬﾝ（＠∞）
ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝね。

時々思い悩むこともあるけど

それでもﾌﾞﾛｸﾞは続けていきたいなって思います。

ﾎﾝﾄ、１度でいいから忠義がﾗｼﾞｵ公開放送やってる時に

行ってみたいなぁって思いますよ。

なんか翔くんが地元に来た時はもっそい

嬉しかったなぁ。

金八先生は普通に見てしまいますね。(笑
あたしは金八先生とまではいかないけど

中学の時、先生に恵まれてましたね。

中１の時の担任は最悪でしたけど。(涙
だから今のあたしがあるのかなぁって思います。

ごんさん（＠忠義）

ﾊﾌﾟﾆﾝｸﾞ大賞全然、忠義映らなかったですよね。

凹みました。(笑
最近歌姫ｻｲﾄにｶｷｺしてないんで

今週はやろうかなぁって思ってます。

ごんさんは毎週カキコしてますか???
待っててくれると言ってくれてありがとう。

みんなのその一言であたしは今ここにいるような

気がします。

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝね。

沖縄お疲れ様でした。

やっぱり沖縄公演は特別だったんじゃないかなぁって

思います。

ﾗｽﾄということもあってﾒﾝﾊﾞｰの気合いも十分だったのかなぁって。

無事ﾂｱｰが終ってよかったなと思います。

松原や章大の舞台、ヨコのｿﾛｺﾝなどいろいろあるけど

あたしが忠義に会えるのはまだ当分先みたいです[:悲しい:]



友さん

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

「ｲｯﾂﾏｲｿｳﾙ」のPVいろんな意味でﾔﾊﾞｲですよね。(笑
もう短ﾊﾟﾝが気になって。(笑
あと忠義の萌え顔がすごく好きです[:ハート:]
ありがとうございます。

これからもﾌﾞﾛｸﾞ頑張るのでよろしくお願いします。

ゆいさん（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

誕生日お祝いｺﾒﾝﾄありがとうございます。

すごく嬉しかったです[:ハート:]
「ｲｯﾂﾏｲｿｳﾙ」のPV見ました???
もっそいｶﾞﾆ股が気になるんですけど[:パー:]

涼華さん

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

誕生日のお祝いｺﾒﾝﾄありがとうございました。

すごく嬉しかったです。

ﾏｰｼﾞですか???
壱成さんのｲﾍﾞﾝﾄ毎回行ってるんですか???
羨ましいです。

なんか壱成さんのﾌﾞﾛｸﾞ読んでると

すごい楽しいのが伝わってくるので

１度は行ってみたいなぁって思ってるんですけど。

昔はよくｸﾗﾌﾞとかも行ったんですけど

最近は仕事が忙しくてなかなか。

ゆうさん

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

誕生日お祝いｺﾒﾝﾄありがとうございました。

すごく嬉しかったです[:ハート:]



そ、そんな、大好きだなんて。

(U。-(ェ)-。U)ポッ
照れるじゃないですか???
でもすごく嬉しいです。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

りぃさん（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

誕生日お祝いｺﾒﾝﾄありがとうございました。

すごく嬉しかったです[:ハート:]
あたしなんかをﾘｽﾍﾟｸﾄしてくれるんですかー???
めっちゃ嬉しいです。

PVは衝撃でしたよね。(笑
ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

りぃさんのお友達もたっちょんの萌え顔に

ｸｯ……ﾔﾗ( ﾟ∀ﾟ )ﾚﾀ!!!口ですね。(笑
でも１番とかって言ってもらえるとやっぱ嬉しいですよね。

そうなんですよねぇ。

普段はﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞに考えられるんですけど

堕ちてる時は付き合えるわけでも

なんでもないのにどうしてこんなに好きなんだろうって

考えますよね。

少しでも忠義に気持ちが届いてたらいいなって思います。

そう思ってお互い頑張りましょうね。

待っててくれると言ってくれたことすごく嬉しかったです。

みんなのその一言に支えられてるんだなぁって

思います。

そうなんですよね。

繋がりとかそんなのﾎﾝﾄかどうかもわからないし、

あたしは忠義のこと信じてついていけばいいんだって

思いました。

真優（＠章大）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝね。

誕生日お祝いｺﾒﾝﾄありがとう。



すごく嬉しかったです[:ハート:]
これからもずっとずっと忠義を好きでいたいなぁ

って思います。

そういえば真優、年末入院するの???
昨日ちょこっとﾌﾞﾛｸﾞで読んだんだけど。

大丈夫???
体、大切にしてね。

真優のいつも章大を思う気持ちが

切なかったりほっこりしたりしています。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝね。

あと誕生日のお祝いｺﾒﾝﾄもありがとう。

えぇぇぇぇぇえ???
あたしなんかが憧れでいいの???
あたしなんてﾎﾝﾄちっぽけな存在ですよ。(笑
全然。

あたしもななﾁｬﾝ好きだもん。

なんかいつも一生懸命で。

あたし頑張ってる人が好きだから。

こちらこそこれからも仲良くしてください。

結希（＠すばる）

あたし今までこんなに通った番組ｻｲﾄ、亀ﾁｬﾝが金八に出てた時

以来だよ。(笑
もう歌姫ｻｲﾄは番組終ったらすぐ見てる。

なんか当時と違って今は顔も載せてるんだなぁと。

有閑倶楽部も顔載ってるよね。

なんか嬉しいです。

あたしもそう。

いつも時間前行動してるからｷﾞﾘｷﾞﾘとかでも

もっそい焦る。(笑
基本的にせっかちくんみたいです。(笑



かんさん（＠信五）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってすみません[:汗:]
あ。やっぱりそうなんですか???
昔、FC入ってたから案内来たんですねー。
ご親切に教えてくださってありがとうございます。

なんかでも結局ﾃﾞｨﾅｰｼｼｮｰなくなっちゃいましたね。

今後晃くんは芸能界復帰もないようですし。

残念です。

ぇりなさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

ﾌﾞﾛｸﾞに行こうと思ったんですけど

消えていていけませんでした。

ｺﾞﾒﾝなさい。

またここ見てたらｺﾒﾝﾄ残してくださると嬉しいです。

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

ナナ美ﾁｬﾝは担当熱戻った???
あたしはﾊﾞｯﾁﾘです[:チョキ:]（笑
なんかいろいろ考えてた時期もあったんだけど

今はやっぱり忠義以外は考えられないって思うし、

eighterでよかったなぁって思うよ。
まぁね、いつも熱烈でいられたらﾗｸだと思うよ。

いろいろ悩んで考えてそれで前に進む。

そんな時間もときには必要なのかもね。

ひより（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝね。

こちらこそ相ﾘﾝありがとうね[:ハート:]
ひよりは忠義熱復活した???



あたしはﾊﾞｯﾁﾘです[:チョキ:]
日々、萌え、萌えしてます。

またﾌﾞﾛｸﾞ遊びに行きます。

舞さん

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

どんなに相手を想っていても届かない思いだと

思うからつらいんですよね。

そうですね。

ﾌｧﾝﾚを書くのもひとつの手ですね。

今はこのﾌﾞﾛｸﾞを書くことで少しは気持ちが

届いてたらいいなって思ってます。

いろいろｱﾄﾞﾊﾞｲｽありがとうございました。

最近はﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞに物事考えることが出来ています。

さくら（＠信五・忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝね。

いろいろｱﾄﾞﾊﾞｲｽありがとう。

なんか今回のこと乗り越えて自分的に

成長できたかはわからないけど

でも忠義のこともっともっと大切に思えるように

なった気がする。

そんなことないよー。

あたしもいつもさくらに助けてもらってるもん。

すごく感謝してるよ。

ﾎﾝﾄにありがとう。

なんかあたしこそすごくさくらに良い言葉を

もらったなぁって思ってる。

ありがとう。

りこさん

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

あたしなりに考えた結果やっぱり忠義以外

考えられないってこと。



そして誰よりも大切にしたい人だということに気づきました。

いろいろご心配おかけしました。

あたしはもう大丈夫です。

こうやって思い悩んで前に進むんだなぁって

思いました。

いろいろとｱﾄﾞﾊﾞｲｽありがとうございました。

みんなの言葉がすごく心に残りました。

あたしも手紙はよく添えますね。

これからも忠義信じて頑張ります。

YOUさん（＠忠義）
ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

そうですね。

好きすぎて悩むことは一生なのかもしれませんね。(笑
むしろそれだけいい男に出会えたことに

感謝ですよね。

ﾎﾝﾄにそう思います。

いつもYOUさんの言葉はｽﾄﾚｰﾄに入ってきます。
YOUさんのいつも前向きで元気な姿に
胸を打たれます。

ﾎﾝﾄにありがとうございます。

ゆか（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝね。

そう???
あたしの忠義愛はｶﾜｲｲですか???(笑
まだまだあたしもお子ﾁｬﾏなんだなぁって。(笑
ゆかはとりあえずｶｳｺﾝ行けるんだよね???
ｶｳｺﾝで忠義とｲﾁｬｲﾁｬしちゃってください。(笑
あたしは次いつ忠義に会えるか全然予測不能なので

何か目標があると仕事もっと頑張れるのになぁと

思います。

またゆかのﾌﾞﾛｸﾞにも遊びにいきます。



美貴さん

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

待っててくれると言ってくれてありがとう。

あたしはみんなのその一言で頑張っていけるんだなぁって

思います。

これからも少しでもみんなに共感してもらえるような

ﾌﾞﾛｸﾞを目指して頑張っていきたいと

思ってます。

ﾖﾛｼｸお願いします。

あいさん

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

そうですね。(笑
あたしﾌﾞﾛｸﾞ書かなくなると不安になるので

結局すぐ戻ってくることが多いですね。

そんなあたしでｺﾞﾒﾝなさい。

るのさん

初めまして。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

共感してくださること多いんですね。

嬉しいです。

担歴とか年齢とか関係ないと思いますよ。

今の気持ちが大事だと思います。

よく担歴にこだわる人がいるけど

あたしは今、その人のことを好きだという

気持ちが１番大事だと思ってます。

大倉愛が深まったかどうかはわかりませんが

これからも読んでくださると嬉しいです。

らずべりーさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。



待っててくださると言ってくれた一言が

すごく励みになりました。

ありがとう。

たくさんの人に支えられてるんだなぁって

思いました。

これからもよろしくお願いします。

竜奈さん（＠竜也）

好きだから苦しむ。

それはどうしょもないことなんですよね。

繋がりとかいちいち信じてたら身が持たないし、

ﾊﾞｶﾊﾞｶしいなって思います。

いつもだったら何気なく受け流してるのに

不安に思ってるとことにその話だったので

落ち込みました。

あたしもまだまだ子供だなぁって思いました。

これからは忠義信じて頑張っていきます。

いろいろありがとうね。

妙ﾁｬﾝさん

ﾎﾝﾄあたしもまだまだお子ﾁｬﾏですね。

でも落ち込んでる時にそうゆう話って

凹みませんか???
あたしだけかな???

るぅんさん（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

そうなんですよね。

好きだから何もかも知りたくなって

調べるんですけど

結局いい答えなんて見つからないんですよね。

返ってｲﾔな思いをすることが多くて。

だからやっぱり自担を信じて

あげることが１番大事なんじゃないかなって



思います。

あたしもまだまだお子ﾁｬﾏです。

これからもっともっとみなさんに大人に

してもらわなくちゃならない部分たくさんあります。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

ありさ（＠博貴）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝね。

そうだよね。

信じるのは忠義の言葉だけにしないとねぇ。

ﾈｯﾄなんて何がﾎﾝﾄで何がｳｿかなんてわからないんだもん。

ありがとう。

あたしいつも思うんだけど

ﾎﾝﾄありさって強いよね。

あたしなんてﾎﾝﾄｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞだからさ。

尊敬するよ。



2007.12.11 Tue あたしの方がSHOCKだよ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰに１０月３１日までのｺﾒﾚｽやりましたので

見てくださいねーん[:ハート:]

つーかつーか。

ただﾁｬﾝ、「SHOCK」出演って!!!!!

うわー。予想外の展開[:冷や汗:]
もっそい今頭の中テンパってます[:悲しい:]
９８％ぐらい行けません[:パー:]
でも行きたいよー[:悲しい:]
でも絶対ﾁｹ手に入れる自信ないんですけど[:パー:]

もー。ただﾁｬﾝ素直におめでとうって言えなくてｺﾞﾒﾝ[:汗:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.12 Wed 号泣。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、ﾜｸﾜｸで仕事から帰ってきたら

DVDが届いてて早速寝起きから。(笑

もうーーーーーーーーーーーっ!!!!!
忠義がかわいいの!!!!![:ハート:][:ハート:][:ハート:]

まさに寝起き!!!!って感じ。(笑
もっそい寝ぼけてるし。

もうもう(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲ[:ハート:]
もう爆笑しっぱなし。

まだ見てない人もいるかもしれないから

詳しくは書かないけど

ﾏｼﾞヒナﾁｬﾝが面白いんだ。

なんで寝起きなのにあんなに頭ｼｬｷｼｬｷ働くわけ???
さすが村上信五は違うな[:パー:]って思った。
特に１回目の方の一言目が爆笑。

ﾏｼﾞヒナﾁｬﾝおもしれー[:てれちゃう:]（ｹﾞﾗｹﾞﾗ
まぁ、詳しくは２〜３日してから書くことにして。

本編。

あたしはもう最初から泣きっぱなし。

特に「stereo」ぐらいから号泣[:悲しい:]
「まもりたい」なんてもう画面見えないぐらい

泣きじゃくって。

あたしはこの人がﾎﾝﾄに好きなんだって改めて思った。

ﾚﾝｼﾞｬｰなんてやっすんのﾏｼﾞ泣き芝居に

釣られて号泣。

あぁ。この仲間ってﾎﾝﾄに大切なんだなぁって見てて

すごく伝わってきてｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)



あたしは「悲しい恋」からｱｸﾞﾘまでの流れがもっそい好きで[:ハート:]
また久々にﾛﾏﾈで泣いたし。

ｱｸﾞﾘのﾄﾞﾗﾑｿﾛから始まる部分が

もう忠義、ネ申だよね。

めちゃくちゃｶｯｺｲｲの!!!!![:ハート:][:ハート:][:ハート:]
もうそんなあたしのﾎﾞｷｬﾌﾞﾗﾘｰのない頭で浮かぶ言葉が

見つからないぐらいｶｯｺｲｲの[:ハート:]
もうﾃｸﾆｯｸのひとつひとつが丁寧且つ激しくて

すっごいｽﾃｷなの。

その後ﾍﾞｰｽで丸ﾁｬﾝが入ってくるでしょ???
鳥肌ﾊﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞｰって立つんだよね。

もうこのﾘｽﾞﾑ隊最高[:グッド:]
なんてｶｯｺｲｲﾘｽﾞﾑを刻むんだろうって聞き惚れる。

その後の章大のｶｯﾃｨﾝｸﾞとかすごいｶｯｺｲｲし[:ハート:]
もうすばるBANDすげぇかっけー!!!!![:ときめき:]

また詳しくは追々書いていきます。

忠義、SHOCK出演決定おめでとう!!!!
また忠義が一歩も二歩も大きく成長する舞台に

なるんじゃないかなぁって思う。

あたし的に楽しみなのは石川直さんとの共演。

きっと忠義のことだから触発されて

今よりももっともっとすごいﾃｸﾆｯｸ身に着けて

臨むんじゃないかなぁって思います。

忠義のその場に立ち会えることを願ってます。

全力で頑張って欲しいと思います。

ﾎﾝﾄに忠義おめでとう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽは順番にやってますので

まだの方はお待ちくださると幸いです。

ｺﾒﾝﾄはお気軽にくださると嬉しいです。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.15 Sat 今日も信じて。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

木曜日は久々に１３時間睡眠[:眠たい:]
で、会社の年賀状作ってそれからまたｳﾄｳﾄとして

結局ﾚｺﾒﾝまでずっとうつろだった。

しかも諸事情によりﾈﾄﾗｼﾞが聴けないので

２４時からのﾚｺﾒﾝでした[:悲しい:]
もうーーーーーー。

最後のｲﾝﾄﾛｸｲｽﾞで忠義が勝ってたら

優勝したかもなのにーっ!!!![:悲しい:]
忠義に投票したのになぁ。

（↑溺愛しすぎですか???[:パー:]
でもちょっとヨコかやっすんかなって思ってました。(笑
でもやっぱあのﾎﾟｲﾝﾄ制は厳しいよねぇ。

ヨコって案外他ﾒﾝにすごく気遣ってますよね。

なんかでもやっすんが優勝してヨコが妊娠するぐらい

悔しいって言ってたのが爆笑でした[:てれちゃう:]
誰の子供ですか???横山さん!!!![:パー:]

ちなみにまだ初回盤の特典映像見てません[:悲しい:]
なかなかDISC５枚って見るのも大変だよね[:汗:]
寝起きは３回見てるんですけど[:パー:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
だって面白いんだもん[:てれちゃう:]
ﾏｼﾞ何度見ても笑える。

ｴｲﾄ最高です[:グッド:]

今日も帰ってきてすっごい眠くて

うつらうつらしてて夕飯食べてそれからまたずっと

うつらうつらしてて歌姫が始まって

頭ｼｬｷっとなって歌姫ﾓｰﾄﾞです[:ハート:]



今日のｼﾞｪｰﾑｽも可愛かったなぁ[:ハート:]
なんかｼﾞｪｰﾑｽの装いも冬支度になってたよね。

赤のｼﾞｬﾝﾊﾟｰの中が白のﾊｲﾈｯｸになってた。

でもせっかく太郎が鈴に想いを伝えようとしてた

矢先に起きた事故によって

また記憶が混乱してきたようでｼｮｯｸです[:悲しい:]
なんか戦争の記憶がよみがえったっぽいし、

来週の最終回が見逃せません[:パー:]
さくらのこともまだ解決してないし、

ﾎﾝﾄに来週どうなっちゃうのかなぁって

心配です。

確か、昭和の歌姫と言われのが清川さくらさんですよね???
それってやっぱり太郎と美和子さんの子供のさくらさん???
それに太郎のもう一役の名前が小泉旭じゃないですか???
太郎は子供が生まれたら旭ってつけたいって言ってたし

いろいろと来週には解明されることでしょう。

楽しみです[:ハート:]

その後「死化粧師」を見たんだけど

あずきﾁｬﾝがーーーーーーー!!!!![:悲しい:]
なんか心十郎には幸せで居て欲しかったのに

あずきﾁｬﾝを亡くしてしまうことになりそうです[:悲しい:]
なんかｴﾝﾊﾞｰﾏｰした後の心十郎の様子を知ってる

あずきﾁｬﾝが「また凍えてないかと思って。」

って心配してくれた気持ちがすごく暖かくて

ほっこりしました[:ニコニコ:]
でもそのあずきﾁｬﾝも居なくなってしまうんですね。

あまりにも心十郎がかわいそうで[:ポロリ:]
これも来週の展開がﾄﾞｷﾄﾞｷです[:ラブ:]

そうそう、年末に入って録画してなかったﾄﾞﾗﾏが

たくさんやるので録画準備しなくちゃ。

月曜日から山梨で「ﾊﾟﾊﾟとわたしの七日間」が再放送するんで

それも録画だし、

２４日からｲｹﾊﾟﾗも再放送がやるのでそれも録画だし、



忘れないようにしなくちゃ。

ﾎﾝﾄは先週からﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ大作戦が再放送やってたんで

録画したかったんですけど気づくのが遅かったようです。

かろうじて今日の最終回だけ録画しましたけども[:パー:]
と今日はうつらうつらしながらもしっかりﾄﾞﾗﾏ見てました[:ハート:]

来週辺りに初回盤の特典映像見たいと思ってます[:ハート:]
あとｺﾒﾚｽも続き出来たらやりたいなって思ってます。

そして明日。（もう今日だけど）

いよいよSHOCKの当落発表です[:汗:]
なんか光一くんのﾌｧﾝに申し訳ないと思いつつも

やっぱり忠義の勇姿が見たいんですよね。

どれだけ頑張ったかこの目で見たいって思うんです。

ずうずうしいかもしれない。

でもやっぱりこの目で忠義の成長を見たい。

そう思います。

でも全く持って当たる気がしないんですよねぇ[:悲しい:]
たぶん明日、目を腫らして仕事に行くことに

なりそうです[:悲しい:]
SHOCKのDVDは持ってるんですがまさか自分が
ﾁｹ取るようなことになるとは思っても

いませんでした。

ﾎﾝﾄ明日はわが身だなぁと常に思ってないと怖いです[:悲しい:]
ね???ｼﾞｬﾆｰさん[:パー:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
明日、当選してますように。

まず無理だと思うけど[:汗:]
あぁぁぁぁぁぁぁあ。

今日はﾄﾞｷﾄﾞｷして眠れそうにありません[:パー:](ﾁｷﾝ

そして来年発売の東方神起のｱﾙﾊﾞﾑ。

どうしたらいいですか???
初回限定で２CD＋２DVDで７０００円なんですけど[:パー:]



DVD欲しいけどそんなお金に余裕ないよー[:悲しい:]
HM○じゃちょっと安くなるみたいなんですけど
ﾀﾜﾚ○ではｵﾘｼﾞﾅﾙ特典がつくみたいで。

もういやーーーーーーーーっ!!!!
常にお金の心配をしてるあたしはｲﾔだ。

まぁ、そんな感じで

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽ時間の空いた時に順番にやってます。

まだの方はお待ちいただけると幸いです。

ｺﾒﾝﾄはお気軽にくださいねーん[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.15 Sat 狭き門。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

SHOCK、ﾊｽﾞﾚました[:悲しい:]（ﾁｰﾝ
やっかし???
やっかしﾊｽﾞﾚるよね???
うー。もうｲﾔだ。

ﾊｽﾞﾚるだろうと予測してたけど

やっかしﾊｽﾞﾚのｱﾅｳﾝｽは何度聞いても慣れない。

ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
まぁ、とりあえずめげてないで次に

頑張るもん。

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

こえぇー[:汗:]
まひるたん、緊張のあまり昨日眠れなかったもん[:悲しい:]（もっそいﾁｷﾝ
なので当落を聞いたのが１０時半だったんだけど

その後一気に睡魔が襲ってきてﾔﾊﾞかった[:悲しい:]
とりあえずｲｼﾞｲｼﾞしながら支度して

仕事へ。

ｲｼﾞｲｼﾞしてたからﾐｽして怒られるし[:悲しい:]
ついてねぇー[:汗:][:汗:][:汗:]
おまけに肩こりと腰痛がﾊﾟﾈｪし[:悲しい:]
なんかあたしは倒れるかと思ったよ[:パー:]
今日１日ﾌﾗﾌﾗだったもん[:悲しい:]
とりあえず湿布貼ってﾁｮｺﾗBB飲んで明日の仕事にそなえてます。
あたしには仕事を休んでる暇などないのだ[:パー:]
ﾌｧｲﾄｰｰ!( ﾟﾛﾟ)乂(ﾟﾛﾟ )ｲｯﾊﾟｰｰﾂ!!
気合い。気合い。

今日は早く寝ます[:眠たい:]
でもSPは見るんですけど[:パー:][:びっくり:]
どんだけ岡田っちが好きなんだ???
あたし好きなﾄﾞﾗﾏはﾘｱで見ないとｲﾔなのよ[:パー:]
はぅ。今日も岡田っち見てときめきます

あたし、立ち直りは早いからね[:チョキ:]



それが自慢だから[:パー:]

あぁ。でも明日仕事行きたくねぇー[:汗:]
もう１日ふて寝してたいもん[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll）
(,,ﾟДﾟ) ｶﾞﾝｶﾞﾚ!あたし。
とりあえず寝る準備します[:たらーっ:]
SP始まるし[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽはただいま順番にやってますので

まだの方はお待ちいただけると幸いです。

ｺﾒﾝﾄはお気軽にくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.16 Sun もうすぐｸﾘｽﾏｽ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

２日も眠れなくて合間に仕事してたら

ひどくしんどくて今日は早退しました[:悲しい:]
帰ってきたら爆睡[:眠たい:](笑
とりあえず４時間は寝ました。

またこれで夜も眠れなくなるかもだけど[:悲しい:]
なのでまだ眠いのですが夜眠れないと

困るので起きてﾌﾞﾛｸﾞ書くことにしました。

昨日のSPも良かったわぁ[:ハート:]
もう岡田っちがｽﾃｷすぎゆ[:ハート:]
でもあんまり雑誌とかでは萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]しないんだよね。
[:テレビジョン:]で見る岡田っちが好きなの[:ハート:]
なんかｿﾌﾄﾏｯﾁｮな感じがすごくｶｯｺｲｲ[:ハート:]
山久はちょっとやりすぎでｲﾔかも。

あたしはもやしっこの山下智久が好きだったから[:パー:]
でも岡田くんぐらいだとすごいｶｯｺｲｲんだよなぁ[:ハート:]
うきゃ[:ラブラブ:]
あぁ。岡田くん好き[:ハート:]

なんかﾌﾞﾛｸﾞを[:携帯:]から見ると去年の今日の
ﾌﾞﾛｸﾞが見れるのね。

で、自分で見たんだけど

あたし相当痛い子だよね???(笑
でも１年前って言っても書いてる内容は結構覚えてて

あぁ。そうそう。

って１人で頷いてた。(笑
でもあたしかなりﾃﾝｿﾝMAXでｳｹる[:パー:]（笑
今はだいぶ落ち着いた方だと自負してるんですが[:パー:]（笑
まぁ、２４歳にもなってﾁｬｶついてても困るんですけどね。(笑



そうそう、今日友達からヨコ発案の松竹のﾂﾘｰの写ﾒが

送られてきたの。

ちなみに屋上から入り口までをﾂﾘｰが覆う感じ。

で、ヨコのﾎﾟｽﾀｰも見たんだけど

もっそい男前!!!!![:ハート:]
あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

やっかしヨコのｿﾛｺﾝ行きたかったなぁ。

まぁ、ﾎﾝﾄは１人でも多くのヨコ担の人が

入れるのが１番だとは思うけど。

でもいいなぁ。

入る入らないは別としてやっかし

１２月って言ったら松竹だよね[:ぴかぴか:]
入り口のとこに飾られたﾂﾘｰ見てｸﾘｽﾏｽが近いんだなぁって

実感するんだよね。

とか言ってて来年松竹で大倉忠義ｿﾛｺﾝとか言われても

困るんですけど[:パー:][:汗:][:汗:][:汗:]
SHOCK以上にΣΣ(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!だわ。
だって当時の錦戸亮ｿﾛｺﾝが横Ａでやっても

難関だったんだよ。

今の忠義だったらそれに匹敵するぐらい人気あるでしょ???
なんかｴｲﾄが年々人気が上がってるのをもっそい感じる。

なんか人気出るのは嬉しいけど

ますます遠い人になるのも感じるから

複雑な心境。

まぁ、元々遠い人なんですけどねぇ[:たらーっ:]

じゃ、短いけどこの辺で。

（↑実は１度消えたからやる気失せた人[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽは順番にやってますので

まだの方はしばし、しばしお待ちをぉぉぉぉぉぉぉー。

ｺﾒﾝﾄは２４時間営業でございます[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.18 Tue ﾃﾝｿﾝ低め。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

何気に凹んでいます[:悲しい:]
親切だと思ってた某ﾏｶﾞ発行者さんに騙されたことも

そうだし、その他諸々です[:悲しい:]
やっぱり同担って怖いわ[:悲しい:]
聞かれて困るなら書くなよ[:パー:]と言いたい。

今日、[:パソコン:]の調子が悪くて
格闘してました。(笑
まぁ、厳密に言えばｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄが調子悪かったんですけど[:パー:]
それで腹立つことに問い合わせがﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙなわけですよ[:パー:]
それで２５秒ごとに１０円もかかるのに

１５分を３回もかけさせられまして[:汗:]
しかも１回で済むところをﾒｰﾙでやり方送りますねって

言って１時間待てどもこない。

また電話する。また１時間待ってもこない。

最後にはちょっとｷﾚぎみで今すぐﾒｰﾙしろって

言ってやりました。（笑

そしたら１５分でﾒｰﾙきました。

つーか最初から１５分でﾒｰﾙ送れるんだったら

最初から１５分で送れ!!!!
今時の[:携帯:]でもｻｸｻｸ動いてんねんぞ。（byｷﾑｷﾑ兄やん

つーか今日、ﾊｲﾁｭｳが急に食べたくなってｽﾄﾛﾍﾞﾘｰを

買ったんですわ[:パー:]
でもﾀﾞﾒ!!!!![:パー:]
あんなの食べてたら銀歯が取れる[:パー:]
口に入れて１分で吐き出しました。

ﾏｼﾞ無理だわ。

はい。それは甥っ子のおやつ行きです[:パー:]



なんか今日ﾃﾝｿﾝ上がらないんだよねー[:下向き:][:下向き:][:下向き:]
若干「endless SHOCK」恐怖症です[:悲しい:]
もうこの[:チケット:]地獄から抜け出したい。
とか甘っちょろいこと言ってますけど何か???[:パー:]
あたし、ﾎﾝﾄせっかちくんだから[:チケット:]取れてないと
もっそい不安になるの[:冷や汗:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
だってだってやっと忠義に会える!!!!って思ったけど
この状況[:パー:]
ﾎﾝﾄ怖いわ。

まだﾁｬﾝｽがないわけじゃないんだけど

焦るんだよなぁ[:汗:]
自称ﾃﾝﾊﾟﾘｰｽﾞだからね[:パー:]（笑

とりあえずまた後で書きます[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽただいま少しづつやってますので

まだの方はしばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄは泣いて喜びます[:悲しい:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.20 Thu 不器用なあたし。それでもあなたが好き。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

寝ぼけ状態MAXの大倉担まひるですけどもー。

あぁ。これでSHOCKの[:チケット:]取れなかったら
ﾎﾝﾄに諦めよ[:悲しい:]
でも忠義がすごくすごく頑張ってる舞台を見れないのは

すごく悲しい[:悲しい:]
だからあたしも頑張る!!!!![:グー:]
なんかでもSHOCKの[:チケット:]販売って
いろんな形でたくさんあるんですね。

今日も発売あったし。

あたしはまんまと仕事してましたけど[:悲しい:]
あとVISAｶｰﾄﾞ枠ってのもあったし[:悲しい:]
SHOCK初心者にはわからないことだらけです[:悲しい:]
あ。あたし全然病んでないですよ[:パー:]
むしろ前向きです[:パー:](笑
なんか確かに[:チケット:]のことを毎日考えながら
生活するのはしんどいんですが

それ以上に忠義がしんどい思いしてるんだなぁと思うと

不思議と頑張れます[:グー:]
あたし、前ほど気の利いたこと書けないけど

でも忠義のこと好きな気持ちは前と全然変わってないし、

むしろ忠義の言動ひとつひとつがすごく愛しく思えます。

こうして一方的にしろ忠義に出会えたことが奇跡だと

思ってるし、あたしは幸せです[:ハート:]
eighterで良かったと思います[:ハート:]

昨日、有閑倶楽部終っちゃいましたね[:悲しい:]
なんかすごい楽しいﾄﾞﾗﾏでヨコﾁｬﾏの美しい女装が見れたりして

最高でした[:グッド:]
ヨコﾁｬﾏ７ｷﾛも落したんだねー[:たらーっ:]
やっぱりヨコはｼｭｯっとしてる方がｶｯｺｲｲ[:ハート:]
なんかこのﾄﾞﾗﾏでヨコのﾋﾞｼﾞｭの良さに感動しました[:悲しい:]



せっかくあれだけのﾋﾞｽﾞをお持ちなら[:豚:]ｼｬﾝ街道はご遠慮
願いたいものである。

なんかでもうたばんとかで絶対ﾋﾞｽﾞの違いを指摘されそうです。(笑

あ。ｵﾘｺﾝの年間ﾁｬｰﾄの９位に関風ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞが入ってました[:ハート:]
おめでとう!!!!
１０位が確かWeeeek。
５位６位がKAT-TUN。
1位は秋川さんでした[:ぴかぴか:]
あと４位ぐらいに嵐が入ってたような。

とにかくｼﾞｬﾆｰｽﾞ勢のみなさん今年１年もお疲れ様でした[:ハート:]
来年もたくさん良い曲出してﾁｬｰﾄを盛り上げてください。

でも９位にｴｲﾄが入れたのがすごく嬉しいです。

今までこつこつとやってきたことが実になったのかなぁ???
って思います。

ﾎﾝﾄにおめでとう!!!![:ハート:]
これからも少しづつ[:CD:]が売れて知名度があがって
くれたらいいなぁって思います。

ｴｲﾄはﾎﾝﾄこつこつでいいと思うんです。

一歩一歩地盤を固めてそれで売れてくれたらいいなぁって

思います。

決して急激な人気なんていらない。

着実に地に足を着けた活動をして欲しいと思う。

あたしはそんなｴｲﾄを誇りに思うし、

eighterで良かったなぁって思います[:ハート:]

あたしまだDVDも中途半端な感じでしか見てなくて
おまけに写真集も中途半端[:悲しい:]
まひるﾀｿもいろいろ忙しいですよ[:パー:]
DVD編集もしなくちゃならないし[:パー:]
明日ゆっくり見れたら見ます[:ハート:]

そろそろ眠くなったきたのでこの辺で。

ﾊﾞｲﾁｬﾗﾊﾞｲ



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽ順番にやらせていただいてます。

まだの方はしばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄは泣いて喜びます[:悲しい:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.20 Thu いつでも求めすぎて。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

只今、窓開けて換気中。

寒い[:悲しい:]
普段ﾋｰﾀｰを使ってるので時々換気をしています。

窓閉めてこよ[:汗:]

今日、歌姫の夢見ました[:ハート:]
なんかそれはちょっと悲しい方向に行ってしまう

夢だったんですけど。

太郎ﾁｬﾝが死んじゃうんですよ[:パー:]
それを惜しんでｼﾞｪｰﾑｽが作った映画が歌姫だった

っていう落ちだったんですけど[:悲しい:]
それは悲しすぎますよね???[:悲しい:]
あたしはやっぱりﾊｯﾋﾟｰｴﾝﾄﾞで終って欲しいなって

思います[:ハート:]
歌姫の出演者の方、ｽﾀｯﾌさん、３ヶ月の間お疲れ様でした[:ぴかぴか:]
明日いよいよ最終回ですね。

なんかあっという間の３ヶ月でした[:ぴかぴか:]
毎週泣いたり笑ったりすごくｽﾃｷなﾄﾞﾗﾏに

出会えたこと嬉しく思ってます。

そしてｼﾞｪｰﾑｽ役に忠義を抜擢してくださって

ありがとうございます。

見始めたきっかけは忠義だったけど

どんどんﾄﾞﾗﾏの魅力に引き込まれていって

充実した３ヶ月でした。

ありがとうございました。

忠義もお疲れ様でした[:ハート:]
今はSHOCKのことでいっぱいいっぱいだと思うけど
また頑張ったら頑張っただけ忠義の力になること

間違いなしだから

最後まで頑張り通して欲しいと思います。



観に行けないかもしれないけど

でもいつも心の底で思ってるし、

応援してるからね。

SHOCKという伝統ある素晴らしい舞台に
臆することなく忠義らしいものを見せて

くれたらいいなって思います。

頑張れ!!!!忠義。

つーかヨコﾁｬﾏのｿﾛｺﾝのｸﾞｯｽﾞ(○´艸`)ｶﾜｲｲよね???
たぶんWebで販売すると見込んで誰にも
代行頼んでないんだけど

ﾊﾞｯｸと写真とﾏｼﾞｶﾙﾊﾞﾝﾄﾞが欲しい[:ハート:]
いつもﾏｼﾞｶﾙﾊﾞﾝﾄﾞって買ってももったいなくて

使ってないんだけど

これは２つ買って１つ保存用で１つ着用したい[:ハート:]
あぁぁあ。

ヨコﾁｬﾏのｿﾛｺﾝ楽しそうだなぁ[:ハート:]
でもとりあえず明日髪型変わった忠義も見れるし、

ヨコﾁｬﾏの姿も見れるし、

ﾄﾞｷﾄﾞｷﾜｸﾜｸです[:ラブ:]
あぁ。やっぱ。

Mｽﾃｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞにｴｲﾄが出るのってﾎﾝﾄ夢だったから
すごく楽しみ[:ハート:]
何歌うのかなぁ???
ｽﾍﾟｻﾙﾒﾄﾞﾚｰで「１０年後の今日の日も」が入ってると

嬉しいんだけどなぁ[:ハート:]

とりあえずまた夜書きます[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽ只今少しづつやってますので

まだの方はしばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄは大歓迎です[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.20 Thu 何の話だ???っつーの。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

最近温泉に行きたいなぁと思ってる

大倉担まひるですけどもー。

（ちなみに大倉忠義さんと[:ハート:]）
もちろん混浴で[:ときめき:]（笑
ｳﾊ。鼻血出そう[:パー:][:ラブラブ:]

はーい。妄想が痛いですよー[:パー:](笑
もうどこまでもﾗﾌﾞﾗﾌﾞ[:ハート:]していたいんだって!!!![:パー:]
お風呂の中でもﾗﾎﾞﾗﾎﾞ[:ハート:]してたいんです!!!![:パー:]
忠義の下半身も再確認したところで（再確認???再???
始めたいと思います。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。(笑
(↑何度言うんだ???[:パー:]
最近下ﾈﾀもご無沙汰なので下ﾈﾀもがっつり掴みつつ

今日も頑張ります[:グー:]
（↑別に掴まなくていいです寄って煮[:パー:]

なんか今日、CSSいじってたら
全然わからなくなったので放置しますた[:パー:]（ﾁｰﾝ
あたし、ﾎﾝﾄﾃﾝﾌﾟﾚとか作ってるけど

HTMLとかCSSとかさっぱり[:悲しい:](笑
一応自分なりに時々勉強とかも

するんだけどさっぱり[:悲しい:](笑
ﾎﾝﾄに基本的なことしかわからないし、

土台がなくちゃﾃﾝﾌﾟﾚとか作れないし[:パー:][:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
ｱﾌｫの子丸出し[:パー:]
いいんだ。いいんだ。

また勉強して出直してくるから[:パー:]
でもきっとただﾁｬﾝよりは「ｼﾞｭﾝｽｲﾑｸﾉﾃｸﾆｼｬﾝ」だと思うよ[:パー:]（爆笑
（↑ちなみにこれ曲のﾀｲﾄﾙね[:パー:]



そりゃﾃｸﾆｼｬﾝかどうかって言ったら

まぁ。まぁ。そりゃね。（笑

（↑大人な会話。(笑
ｳｿです。ｳｿです。

ｼﾞｭﾝｽｲﾑｸだけどﾃｸﾆｼｬﾝではないでーす[:パー:]（笑
まぁ、まぁ。自分でｼﾞｭﾝｽｲﾑｸって言うのも

なんなんですけども。

やっぱﾃｸﾆｯｸはただﾁｬﾝの方が小技利いてそうだし。(爆笑
何の話だ。(笑
でもﾎﾝﾄ[:パソコン:]に関したら
ただﾁｬﾝよりはﾃｸﾆｼｬﾝですけどもね[:ハート:]
まぁ、話が戻ったとこで話変えます[:ぴかぴか:]（ﾅﾆｿﾚ。

なんか最近あんまり体調が思わしくないのですよ。

疲れやすいし、休みの日も全然起きれないし[:パー:]
あたしは大丈夫なのか???ってぐらいﾀﾞﾒなんですわ[:パー:]
ﾎﾝﾄにただのぐうたらとかそうゆう次元の問題じゃなくて[:パー:]
秋ぐらいから???
なので年が明けたら検査に行こうと思ってます。

何事もなければそれでいいんですけど

普段から薬を飲んでるので時々、血液検査とかも

やるんですけどそういやここ１年ぐらいやってないなぁと思って。

まぁ、まぁ、結果はただの子豚ﾁｬﾝ[:豚:]ってことになりそうですけど[:パー:]
とか言って本気で何か病気じゃないかと心配してるんですけど。

とりあえず血液検査ぐらいから始めようかなぁと。

あんまり胃カメラとか腸の検査とかえげつないやつは

やりたくないです[:パー:](笑
胃ｶﾒﾗとかやったことないのね。

でも腸の検査はやったことあるのね。

ﾏｼﾞ、ﾊﾞﾘｳﾑも飲みたくないし、

検査も苦しいし、終わった後の下剤も

おもらししちゃうんじゃないかってぐらい

ひどいし、あれはﾎﾝﾄ２度とやりたくないわ[:パー:]
（↑いい大人が駄々をこねるな[:パー:]って話ですけども。
ﾏｼﾞね、まひるたん、お尻がﾊﾞｰ○ﾝじゃないの[:悲しい:](笑
ただﾁｬﾝｺﾞﾒﾝね[:悲しい:]



ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
だって[:病院:]でｸﾞｲっとﾔﾗﾚたもん。(爆笑
指をｸﾞｲっとね[:悲しい:]
あと腸のｶﾒﾗも入れられたし[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
何の話だっつーの!!!![:パー:]
あぁ。でも考えたらすばﾁｬﾝも絶対違うよな。(笑
だって痔になったら絶対薬塗る時ｸﾞｲっとやられると

思うし。(笑
まぁ、すばるのｼﾞｬﾝｺﾞｰｼﾞｬﾝｺﾞｰに薬を塗るって

話ありましたよね???
そういえば。（笑

ある意味ﾐｯｼｮﾝｲﾝﾎﾟｯｼﾌﾞﾙですよ[:パー:]
すばﾁｬﾝあれ以来痔の調子はいいんだろうか???
まひるﾀｿの素朴な疑問でした[:悲しい:]

そろそろ飽きてきたので（ぇ

ﾌﾞﾛｸﾞ終りまーす[:ハート:]
結局下な話で終ってもうた[:パー:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽ只今少しづつやっております。

まだの方はしばしお待ちをー[:パー:]
ｺﾒﾝﾄ大歓迎です。

お気軽にくださると自分、ﾏｼﾞ嬉しいｯｽ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.21 Fri ｿｰﾄ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

そろそろ寝ようかと思ってる

大倉担まひるですけどもー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞCDﾃﾞﾋﾞｭｰ組ｿｰﾄをやりました。

ちなみに結果。

1 大倉忠義 
2 錦戸亮 
3 赤西仁 
3 横山裕 
5 田口淳之介 
6 村上信五 
7 安田章大 
8 渋谷すばる 
9 丸山隆平 
10 亀梨和也 

11 櫻井翔 
12 森田剛 
12 岡田准一 
14 加藤成亮 
15 山下智久 
16 上田竜也 
17 松本潤 
18 相葉雅紀 
19 中丸雄一 
20 堂本光一 

http://www.bathkame.com/johnnys.html


21 滝沢秀明 
22 松岡昌宏 
23 長瀬智也 
24 堂本剛 
25 小山慶一郎 
26 手越祐也 
27 二宮和也 
28 今井翼 
29 八乙女光 
30 藪宏太 
31 井ノ原快彦 
31 稲垣吾郎 
33 三宅健 
34 国分太一 
35 香取慎吾 
36 中居正広 
37 木村拓哉 
38 田中聖 
39 高木雄也 
40 伊野尾慧 
41 大野智 
42 坂本昌行 
43 草なぎ剛 
44 山田涼介 
44 有岡大貴 
46 中島裕翔 
47 増田貴久 
48 長野博 
49 城島茂 
50 森本龍太郎 
50 知念侑李 
52 岡本圭人 
52 山口達也 

あぁ。１位、忠義じゃなかったらどうしようかと思った。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ



結構当たってる。

特に上位。（ﾊﾞﾛｽ

つーかｴｲﾄﾒﾝよりKAT-TUNﾒﾝが上位に居るって
どうゆうことよ[:パー:]（笑
でも仲良く仁ﾁｬﾝとヨコとじゅんのが連なってるのが

笑える。

どんだけ有閑倶楽部に影響されてるんですか???[:パー:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.21 Fri あなたの頑張りをいつも見守りたいから。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

寝不足で頭の痛い大倉担まひるですけどもー。

今日の朝、SHOCKの[:チケット:]販売並んできました。
しかも暗いうちから。(笑
ﾏｼﾞ日の出見ちゃったもん。(笑
で、最初指定した日にちだと[:チケット:]がもうなくて
ぴあの人が探してくれて無事ｹﾞｯﾄ致しました[:拍手:]
良かったよー[:悲しい:]
もうここのぴあの人ってﾎﾝﾄﾐﾗｺｰ起こすのね。

KYOTOKYOの[:チケット:]も最前出してくれるし、
（帰省してた時に並んで取ったやつ）

KAT-TUNのﾒﾘﾃﾞｨｱﾝも最前だったし。
しかもｷｬﾝｾﾙ待ちで[:パー:](笑
それで今日も無事ｹﾞｯﾄ。

寒くって凍えるかと思った。

でも帰りにはﾎｶﾎｶな気分で仕事に向かえました。

空（＠章大）は[:家:]で[:電話:]かけててくれたんだけど
無事取れたよー[:ハート:]の報告に
喜んでくれまして[:ハート:]
ﾏｼﾞ絶対無理だと思ってた。

ただﾁｬﾝ、あたし頑張ったよ[:グッド:]
褒めてくれﾀﾞｽ[:ハート:](笑
頭ﾅﾃﾞｺﾅﾃﾞｺしてね[:ハート:]
これであたしは松原と８１８とSHOCKに
行けることになりまして[:ハート:]
もう涙がちょちょ切れそうなぐらい嬉しくて[:てれちゃう:]
もうもうあたし頑張りました[:グッド:]
まぁ、後は仕事の休みの調整をして

年明けに挑みます[:チョキ:]
ﾏｼﾞそんなわけで昨日寝てないんですわ[:パー:]
何度も睡魔が襲ってきてでも寝たら絶対５時半に

なんて起きれないって思って

ｴｳﾞｧのﾋﾞﾃﾞｵとか見てました[:ぴかぴか:]（笑



でも残念なことにｴｳﾞｧのﾀﾞﾋﾞってもらったﾋﾞﾃﾞｵが

劣化しててもっそい画像悪くて[:悲しい:]
なのでまたﾚﾝﾀﾙしてきてﾀﾞﾋﾞろうと思います[:ハート:]

もうもう今日は嬉しくて[:悲しい:]
号泣ですよ[:悲しい:]
（↑大げさですか???[:パー:]
しかも今日は歌姫の最終回。

もっそいすがすがしい気分で見れそうです[:楽しい:]
たぶん泣くと思うのでﾊﾝｶﾁ持参で[:テレビジョン:]見ようと
思います。

あ。遅くなりましたが

有閑倶楽部お疲れ様でした[:ハート:]
やっぱりヨコはｼｭっとしてる方がｶｯｺｲｲし、

仁ﾁｬﾝも可愛かったし、じゅんのすも面白かったし、

ﾎﾝﾄ出演者の方々、ｽﾀｯﾌさん３ヶ月の間お疲れ様でした。

おかげで毎週ﾃﾝｿﾝ上げ上げの水曜日が送れました。

もう有閑倶楽部の次の日はめちゃめちゃほっこりしてたし、

毎週七変化が楽しみでしたね[:ハート:]
あたし的にはｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞﾚｽのヨコと着流しのヨコが

大好きでした。

ヨコの清四郎はﾎﾝﾄに最高だったし、

横山裕とゆう役者さんはまだまだ未知の可能性を

秘めた人なんだなぁって思いました。

これからもたくさんﾄﾞﾗﾏに出て

役者横山裕も見せ付けてやってください。

３ヶ月間お疲れ様でした[:ぴかぴか:]

眠いよー。

ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
今日、仕事１２時からの人と代わってもらって

[:チケット:]並んでからそのまま仕事行ったんで
さっき帰ってきたばっかなんですよ[:パー:]



なのでごっつ眠いんですけど[:パー:]
なのでただﾁｬﾝNEWﾍｱｰもまだ見てないんですよ[:パー:][:悲しい:]

あと今日「死化粧師」も最終回なので

そっちも楽しみにしています。

心十郎はどうなっちゃうんだろう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽ少しづつやってます。

まだの方はしばし、しばしお待ちをぉぉぉぉぉぉぉぉぉー[:パー:]
ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎です[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2007.12.22 Sat 歌姫最終回。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は[:あめ:]が降っていて寒いです[:悲しい:]
[:ゆき:]にはならないっぽいけど。

昨日、歌姫の最終回見ました。

もう最初からずっと涙が止まらなくて

ずっとずっと泣いてました。

なんか切なかった。

すごくすごく。

太郎ﾁｬﾝは鈴よりもまだ見ぬ我が子を選んだ。

それは人としてきっと正しい道なのかもしれない。

それでも鈴を選んで欲しかったと思うのはわがままですか???
なんか最後ｼﾞｪｰﾑｽにだけﾎﾝﾄのこと伝えて

後は誰にも言わずすごくつらい別れをしたと思う。

それがすごく切なくて振り返りもせずに

ずっと前だけ見てた太郎ﾁｬﾝ。

もう涙が止まらなくてこんなに泣いたﾄﾞﾗﾏは

久々のような気がする。

もうﾎﾝﾄに土佐清水の人達はいい人達ばかりで

それもすごく切なかった。

鯖子さんの「楽しかった」の言葉が身にしみた。

太郎と鈴は結ばれなかったけど

孫の旭とﾙﾘ子がきっと結ばれるんだろうな。

あぁ。でもあたしの夢も半分当たっていたね。

ｼﾞｪｰﾑｽが作った映画だって話。

なんかこんなに素晴らしいﾄﾞﾗﾏに

忠義が出演出来たことがﾎﾝﾄに嬉しい。

忠義にとってすごく大切なものとなったと思うし、

学ぶべき部分も多いﾄﾞﾗﾏだったんじゃないでしょうか。

こんなに素晴らしいﾄﾞﾗﾏに

出会わせてくれてありがとう。忠義。



なんか金曜日が寂しくなりますね[:悲しい:]

お疲れ様でした。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽ少しづつやってますので

まだの方はしばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2007.12.23 Sun ﾌﾟｰﾘﾝ♪ﾌﾟｰﾘﾝ♪

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

忙しく仕事しております[:悲しい:]
大晦日まで仕事だもんなぁ。

大掃除と福袋作り。

先週ぐらいから激しく商品が入ってきててﾊﾞｯｸﾙｰﾑの移動も

困難なぐらい汚いのよ[:パー:]
なので結構大変なことになるのでは[:悲しい:]
なんか休憩してても落ち着かない。

物に囲まれすぎて。(笑
なので新年は多少片付いた形で迎えられることでしょう。

まぁ、すぐ汚くなるんでしょうけど[:パー:]

明日、早番になりました[:拍手:]
朝はつらいけど１８時ぐらいには帰ってこれるから

とりあえず家族とゆっくり[:ケーキ:]食べれるみたい[:ハート:]
なんかそうゆうのってめっちゃ久々なんですけど[:パー:]
あたし大概仕事してるもんなぁ。

だいたいｸﾘｽﾏｽ前にｸﾘﾊﾟ行って休みもらうから

ｸﾘｽﾏｽは大概仕事ってゆーね[:パー:]
今日は職場でお土産にﾌﾟﾘﾝをもらいました[:ハート:]
風船に入ってて爪楊枝でさして割ると

中からﾌﾟﾘﾌﾟﾘのﾌﾟﾘﾝが出てくるやつ。

早速食べたんだけど激ｳﾏ[:ハート:]
すっごい濃厚でｳﾏｳﾏ[:モグモグ:]
あたし、あんまりﾌﾟﾘﾝって食べないんだけど

これはｸﾞｩ[:グッド:]

あ。あたしまだｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞ見てないんだけど

忠義のNEWﾍｱｰに激萌え[:揺れるハート:]してる人多数
見かけるんですけど



そんなにｶｯｺｲｲですか???[:ハート:]
明日帰ってきてから見ます[:ハート:]
あたしは忠義の短髪もﾛﾝ毛ﾁｬﾝも黒髪も茶髪も

ﾒｯｼｭも好きなのでとりあえず何でも激萌え[:揺れるハート:]するんですけど[:パー:]
あぁ。見るのが楽しみだなぁ[:揺れるハート:]

短いけど明日早いのでおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽ少しづつ進めてます。

まだの方はしばしお待ちを[:ぴかぴか:]
ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎です[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2007.12.24 Mon ﾒﾘｰ倉’ﾏｽ。

Merry X'mas!!!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

ｸﾘｽﾏｽ・ｲｳﾞでも結局１人な

寂しい女子の大倉担まひるですけどもー。

だってだってﾏﾏﾝが親戚の[:家:]に年末の挨拶に
行っちゃって結局１人なんだよなぁ。

だから[:ケーキ２:]をﾎｰﾙで買っても食べないから
まひるの好きなの２つぐらい買えば良かったのにぃー[:悲しい:]
毎年そうしてきたのにﾏﾏﾝがﾎｰﾙで買えってゆーから

今年はﾎｰﾙで買ったのに[:悲しい:]
結局ﾏﾏﾝもﾊﾟﾊﾟﾝも居ない···[:悲しい:]
まぁ、ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾁｰなんて学生以来やってないけどね[:悲しい:]
と思ってたらﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝが帰ってきて

３人で[:ケーキ:]食べました[:ハート:]
ﾊﾟﾊﾟﾝがうまいとか言って[:食事:]代わりに
食べてました[:ハート:]
どんだけ???[:パー:]

つーかｼｮｯｸ衝撃!!!!!
元彼に彼女が出来たんだって[:悲しい:]
ｼｮｯｸだったけどでもあたしよりを戻すつもりも

なかったし、新潟に行く気もさらさらなかったんで

元彼にとっても良かったかなぁと思って。

まぁ、先に彼女を作られたのはｼｮｯｸだったけど。(笑
つーか元々別れた理由も彼氏よりも忠義が

好きだったからってゆーもっそい失礼な理由だったしね。

それでも友達で居たんだけど

それも潮時らしいです。

「今は他に大切な人がいるから」って言われちゃいました。



でもなぜこのﾀｲﾐﾝｸﾞで言ってくるのかが謎。

あたし、「ﾊｯﾋﾟｰｸﾘｽﾏｽ　ｽﾃｷな一夜をお過ごしください。」って

[:メール:]しただけなのに。
誰も一緒に過ごしたいとか言ってないし[:パー:]
なんか仕返しされた感じ。(笑
ちょっとｲﾗっとしました[:むかっ:]
なんかあたし、ﾎﾝﾄｲｳﾞｲｳﾞに振られるﾊﾟﾀｰﾝ多し[:パー:][:悲しい:]
あたしどこかで元彼のことｷｰﾌﾟﾁｬﾝ扱いしてたのかも

しれませんね[:悲しい:]
お幸せに。（これは本心から

あたしもこれからは元彼を頼らず

忠義さん一筋で頑張りたいと思います[:グー:]
ONLY LOVE[:ハート:]です。
本気の本気で[:パー:]

あ。今日、山田孝之くんと犯罪に手を染める夢をみました。(笑
（↑ﾄﾞﾗﾏの見すぎです[:パー:]
なんかちょっとﾄﾞｷがﾑﾈﾑﾈしました[:ハート:]
（↑THEｵﾔｼﾞｷﾞｬｸﾞ
なんかしかもかっこよかった[:ハート:](笑
しかもこの夢前にも見たことあるのね。

ﾃﾞｼﾞｬｳﾞです[:ぴかぴか:]
実際何をしたかまでは覚えてないんだけど

とにかくﾄﾞｷがﾑﾈﾑﾈしたことだけはﾊｯｷﾘ覚えてます。

純愛っていいなぁ!!!![:ハート:]
（↑何を突然[:パー:]
あたしも誰かに愛されたいよ[:パー:]
誰かってただﾁｬﾝですけど[:パー:]
あたしぶっちゃけすごく尽くす派なんですよ[:パー:]
ﾜｶﾞﾏﾏとか全然言わないし。(笑
逆にそれが重たいのかもしれないけど[:悲しい:]
でも基本Mなので放置されてもちょっと平気だったりも
します。(笑
なのでただﾁｬﾝщ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 。
でもﾎﾝﾄのあたしはめんどくさがりやです[:パー:]
全然ﾏﾒじゃないです。



なのでﾌﾞﾛｸﾞがどうして続けていられるのかが謎なんですけど[:パー:]
これもただﾁｬﾝへの愛の証ですかねぇ。(笑
ﾃﾍ[:てれちゃう:]

ﾒﾘｰｸﾘｽﾏｽ。

素敵な一夜をお過ごしください。

2007.12.24　福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽ少しつつやり始めています。

まだの方はしばしお待ちをぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉー[:パー:]
ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2007.12.25 Tue どんなに寝ても眠い。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

結局今日起きたの１６時。

明日[:病院:]行ってきます。
目覚ましかけてたのに全く起きれず[:パー:]
もう年内最後の通院になるから

ちゃんと行かないと薬もらえないし[:パー:]
昨日それでも嵐の宿題くん見てすぐ寝たのになぁ[:汗:]
どんだけ疲れてるんだよ[:悲しい:]
ﾎﾝﾄ休みの日に何も出来ないのは凹む。

目は覚めてるんだけど体が動かないんだよね[:悲しい:]
目は覚めてると言っても１５時ぐらいからだけど[:パー:]（笑
しかもﾊﾟｯﾁﾘ覚めてるわけじゃないし[:パー:](笑
ﾀﾞﾒだこりゃ[:悲しい:]

遅くなりましたが

ヨコ、ｿﾛｺﾝお疲れ様でした[:拍手:]
すごく楽しい時間を過ごせたようで何よりです。

ヨコらしいｺﾝｻｰﾄになったと思います。

すば倉ﾗｲﾌﾞの時も思ったんだけどどうしてDVDにならないんだろ???
すば倉ﾗｲﾌﾞもDVDにして欲しかったし、
去年のｿﾛｺﾝもDVDにして欲しかった。
もちろん錦戸ｿﾛｺﾝも。

今回のもきっとDVDにはならないんだろうなぁ[:悲しい:]
それが悔しい。

行けない人が多いﾗｲﾌﾞほどDVDにして欲しいって思うよ。
今、歌姫DVD-BOXを買おうか迷ってる。
３月だからなんかちょっとこの先何かありそうで

心配。

でも特典映像見たいよー[:悲しい:]
様子みながらきっと買うんだろうなぁ[:ぴかぴか:]



つーかｱﾂ兄のﾐｰﾃｨﾝｸﾞが決まったってﾊｶﾞｷが来たんだけど

もっそい参加したいじゃんよー[:てれちゃう:]
でも日程見たら1/19・20。
絶対無理なんですけど何か???[:パー:]
だって２５日に松原だもん。

仕事休むもん。

１９日か２０日も休みくれって言ったら殺される。

しかも２月２日がSHOCKでここもお休みでしょ???
で、２月１５日が８１８でここもお休み。

とりあえず木曜日と金曜日で休み交代してもらって

２月２日は休みもらうしかないなぁ。

問題は[:ゆき:]とか降って交通機関が麻痺しないように
祈っておかないと。

冬場はそれが１番怖い。

夏場は台風ね。

そんなわけでｱﾂ兄のﾐｰﾃｨﾝｸﾞは不参加ってことで[:悲しい:]
山梨は山に囲まれてるからすぐ県外に出られなくなるんだよね[:悲しい:]
もうね、あたしにﾎﾞｰﾅｽなんてないのよ[:パー:]
まぁ、あるんですけど全部貯金です。

なぜならあたし、こんな体だから保険に入れないのね。

だから来年で最後の保険が切れてしまうから

後は全部病気になった時とか自腹なんだわ。

だからそのための貯金。

早く健康体になって保険に入りたいよ[:悲しい:]
だからもしかしたらうつがひどくなって入院って

可能性もあるしね。

今はそれが１番心配[:悲しい:]

そろそろ飽きてきたので短いけどこの辺で。

ほなおつー。

今日は早く寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽ少しづつやってます。

まだの方はしばしお待ちを[:ハート:]
ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]
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2007.12.25 Tue ただﾁｬﾝ、連載お疲れ様でした&#9829;

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日２回目の登場なり。

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ変更しました[:ハート:]
まだｸﾘｽﾏｽが終ったわけでもないのに

気が早いですか???[:パー:]
だって今日はもう早く寝たいし[:パー:]
そんなｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝなんて出来ませんって[:パー:]
でも冬っぽさは残しました[:ハート:]
結構気に入ってるんですけど

でもすぐ飽きそう。（苦笑

どうせ１月半ばぐらいにヒナﾁｬﾝB.Dﾘﾇもするから
それまではこれで[:パー:]
考えたらヒナﾁｬﾝB.Dﾘﾇとかやったことないし[:パー:][:悲しい:]
どんだけ〜???

あたし、妄想とか幻覚とか抑える薬飲んでるんですけど

それなのに忠義絡みの妄想がひどいんですけど

病みすぎですか???[:パー:]

あ。日曜日にｶﾞｷ使の２００７年のﾗﾝｷﾝｸﾞをやってたんですけど

その時のBGMがweeeekで。(笑
こんなとこでｼﾞｬﾆ曲使われるって珍しいなぁと思って。

しかもﾗﾝｷﾝｸﾞに入ってるやつ結構見てるなぁと思って。(笑
昨日ｽﾏｽﾏのﾗﾝｷﾝｸﾞもやってたけどそれも結構見てた[:ハート:]
特に１位のﾏｯﾁさんの玉様の罰ｹﾞｰﾑあれは何度見ても面白い。

えぇぇぇぇぇぇぇえ!!!!!
でもｽﾆｰｶｰﾌﾞﾙｰｽってあんな格好で歌ってたんだ???（笑
ちょっと当時の映像が見てみたい。

でも光GENJIもたいして変わりない格好してたよね???
よく覚えてないけど。



やっぱり短ﾊﾟﾝは衝撃だよね。（笑

ｴｲﾄのｲｯﾂﾏｲｿｳﾙのPVにしてもそうだし。
驚愕ですわ[:びっくり:]
まぁ、歌の衣装が短ﾊﾟﾝじゃないだけﾏｼだけど。

でもPVとかだとずっと残るよね。(笑
しかもﾏｯﾁさんとかﾃﾞﾋﾞｭｰ曲だから若かったと思うんだけど

ｴｲﾄとか２６歳の人とか若干いますし[:パー:]（笑
ねぇ。ねぇ。（笑

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

結局今日もｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞ見てない[:悲しい:]
忠義の悶絶ﾍｱｰをまだ見てない[:悲しい:]

そして今日で忠義の連載も終わり。

結局[:パソコン:]に写してないから
どうしようかなぁって感じ。

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰが明日から公開されるけど

その間に写しきれるとも思えない。

なんか今年の倉'masはただﾁｬﾝが忙しかったせいか
内容が薄かったよね???
忠義お得意の下ﾈﾀも最近ご無沙汰だし。(笑
ときめく言葉も少なかったような気がする。

でも忠義の日常を知る機会が減るのはやっかし

寂しいことで[:悲しい:]
１週間に１度のﾚﾝｼﾞｬｰでの出会いに

なっちゃうのかなぁって。

何はなくとも忠義の元気な言葉を聞けるのが

嬉しかったりして。

忠義、お疲れ様でした[:ハート:]
感想ﾒｰﾙ送ります[:ハート:]

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽはしばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.26 Wed ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)。貧乏暇なし。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、１６時に仕事早退して[:病院:]へ。
とりあえず診察の予約を再来週に入れて

今日は薬だけ。

予約してないとどんどん先越されてしまって

もっそい時間かかるからね。

まぁ、予約してても結局１時間半とか待つんだけど[:パー:]
なんか思った。

あたし[:チケット:]とかはもっそい待てるくせに
[:病院:]とか全然待てない。（笑
やっぱしｴｲﾄが絡んでないと頑張れないのね。

あてくし[:パー:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
主治医の先生がただﾁｬﾝだったら良かったのに。(笑
そしたらめちゃくちゃ待てる。(笑
無意味に診察とか受けちゃうもん。（笑

あたし、特にひどいわけじゃないから

普段診察って言っても近況報告で５分ぐらいで

終わるのね。

でもただﾁｬﾝが主治医だったら入り浸るよ[:パー:]
（↑もっそい迷惑な患者[:パー:]
ただﾁｬﾝの白衣姿とか萌える[:揺れるハート:]わ〜。
ｲﾒｰｼﾞでは「ｶﾞﾘﾚｵ」の福山雅治さんみたいな感じ。(笑
医者じゃないじゃん[:パー:]って突っ込みはなしで[:パー:]
なんかあのぐらいｲﾝﾃﾘもｽﾃｷよね[:ハート:]
なんか優しいんだか冷たいんだかってとこも好き[:ハート:]

ぐはぁ。眠い。

昨日散々寝たにも関わらず更に２２時ぐらいには

寝てたと思う。

そしたら朝５時ぐらいから目が覚めて



とりあえずお風呂入ったのね。

で、支度して８時半には[:家:]出たんだけど
思った。

朝風呂は風邪ひく。(笑
もう冬場の朝風呂はしない[:パー:]
今日も早く寝て明日早く起きて大掃除しなくちゃ。

まぁ、片付けてもすぐ雑誌とｸﾞｯｽﾞの山になるんでしょうけど[:パー:]
無駄に雑誌買いすぎ!!!![:パー:]
だってだってｴｲﾄが載ってたらなんでも欲しいんだもーん[:てれちゃう:]
あたしに節約の文字はないのか???[:パー:]
ﾏｼﾞね、少し節約生活送らないといっぱいいっぱいに

なってきたよ[:悲しい:]
歌姫のDVD-BOXだって欲しいし[:パー:]
なんかぶっちゃけ３月４月は何もない方がﾗｸ。

でも５月に春のﾂｱｰとかあったら申し込みは３月ぐらいだろうし。

結局常にいっぱいおっぱいなんだなぁ。

もうもうだって今月末のｸﾞｯｽﾞ代でSHOCKの[:チケット:]買ったから
ｸﾞｯｽﾞ代今全然ないし[:悲しい:]
全財産４０００円ぐらい。(笑
２８日が給料日なんだけど明日とか届けられると

もっそい困るんです[:パー:]
もういやだー。

無駄にNEWSのﾊﾟﾝﾌと亮ﾁｬﾝのうちわなんて買わなきゃ良かったぁ[:悲しい:]
ただﾁｬﾝの写真とかもやめておけばよかったぁ[:悲しい:]
これでももっそい抑えた方なんですけど何か???[:パー:]
１５０００円は痛いなぁ[:悲しい:]
あぁ。そしてSHOCKのｸﾞｯｽﾞ代とかもどうしようとか
思ってるんですけど何か???
とりあえず写真だけは買おうと思ってるんですけど

これもどのぐらい発売になるのかわからないし。

で。で。SHOCKのｸﾞｯｽﾞってWeb販売あったっけ???
ﾊﾟﾝﾌとかはWeb販売があったらWeb販売で買おうと
思ってるんですけどーぉ。

もういやだー。

常に[:お金:]の心配をする生活なんてｲﾔだー。
しかもあたし年々貧乏になってるんですけど[:パー:]
頑張って働いてるのにぃー[:悲しい:]



ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)

あーぁ。ただﾁｬﾝと結婚したらｸﾞｯｽﾞまみれになる生活も

雑誌まみれになる生活も

遠征費にﾋｰﾋｰなる生活もなくなるのに。

だっていつでもただﾁｬﾝと一緒だもん[:ハート:]
寝起きのただﾁｬﾝだって毎日見れるし。

ウハ[:ラブラブ:]
大倉忠義さん、結婚してください[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお待たせしてます。

順番にやってますのでしばしお待ちを[:ハート:]
ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.27 Thu ガ━(；゜д゜)━ン!!

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は午前中から大掃除してました[:ぴかぴか:]
とりあえず片付きました。（笑

でも１ヶ月もすれば雑誌とｸﾞｯｽﾞまみれに

なるんでしょうけど[:パー:][:悲しい:]

あぁ。胃がﾑｶﾑｶするんだよなぁ。

今日ﾊﾟﾝｹｰｷと甥っ子とおやつにﾏﾝｺﾞｰﾌﾟﾘﾝを

食べただけなのに[:悲しい:]
やっぱりあれかな???
ｵﾀﾞｼﾞｮｰ結婚がｼｮｯｸだったのかな???（笑
でも香椎由宇ﾁｬﾝなら全然[:OK:]ですけど[:パー:]
あぁ。でもあたしどんなに風邪ひいて具合悪かろうが

胃がﾑｶﾑｶしていようが

ご飯だけはしっかり食べる人なのよね[:パー:]（笑
（↑油っこいもの以外。

どんだけ食い意地がはってるんだか。

結局吐いたりすることもあるんだけど。(笑
今日は甥っ子と夕方から折り紙して遊んでたの。

なんか何気折り紙が鶴ぐらいしか折れないことにSHOCK ME!!!![:悲しい:]
昔はいろいろ折れたのになぁ[:悲しい:]
まぁ、小学生時代の話ですけど[:パー:]
あぁ。胃がﾑｶﾑｶする[:悲しい:]

今日、DVD焼きたかったんだよね。
ｲｹﾊﾟﾗを録画したんでそれを焼きたかったんだけど

夜は[:テレビジョン:]見るから焼けないし[:悲しい:]
ﾊﾟﾊﾟとﾑｽﾒの七日間も録画してあったし。

年明けまでHDD持つかなぁ[:たらーっ:]
何気忙しくてｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞも見てないし、



４７のﾄﾞｷｭﾒﾝﾄとかも見てないんだよなぁ[:悲しい:]
寝起きは４回ぐらい見てるのに!!!!![:パー:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています、

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お正月休みにやる予定です。

しばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.30 Sun ただﾁｬｰﾝ（涙

おはようございます[:ぴかぴか:]
大倉担まひるですけどもー。

昨日は忙しくて更新出来ずに

すみません[:汗:]
仕事から帰ってきたのは１８時過ぎだったんですが

１９時から[:食事:]食べ始め、
その後来年用のお餅を切ってたんです。

毎年の行事なんですけど

６０ｾﾝﾁぐらいあるお餅を四角く食べやすいｻｲｽﾞに

切るんです。

しかもそれが３枚もあるんで手は痛いし、

腰は痛いし[:悲しい:]
それをどうしても２１時までに終らせたかったんです。

もちろんﾙﾊﾟﾝを見るためです。（ぇ

はぐれるためじゃないのかよー!!!!!![:パー:]
昨日までははぐれるつもりでいたんです。

でも昨日ﾙﾊﾟﾝがやることを知ってしまったんです[:悲しい:]
だってだってﾙﾊﾟﾝ大好きなんだもんーん[:ハート:]
これだけは譲れない[:パー:]（笑
あたしのﾙﾊﾟﾝ好きは半端じゃないからね

大概の作品は見てるんですよ。

でも何度でも見たいんです。

ｼﾞﾌﾞﾘ作品と一緒ですよ[:パー:]
あたしにとってのﾙﾊﾟﾝって。

永遠のﾋｰﾛｰですよ[:パー:]
そんなあたしは次元大介が好きなんですけど[:パー:][:ラブラブ:]
渋いでしょ???[:ハート:]
でもﾙﾊﾟﾝのｷｬﾗｸﾀｰはみんな好きなんですよ[:パー:]
なので余計にﾊﾏってしまうんでしょうけど[:パー:]
ヒナﾁｬﾝ、年明けにはぐれるから待っててねー[:ハート:]

あたしまだ新番組のﾁｪｯｸしてなくて



ﾊﾁｸﾛが火曜日の２１時からってのは知ってるんですけど

ｵﾚ柳（D-BOYSの柳くん）のﾄﾞﾗﾏもいつからかﾁｪｯｸしてないし[:悲しい:]
なんか確か夕方やるんだよね。

あ。じゃ仕事行ってきます。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

仕事から帰ってきてすべらない話を見てました[:ハート:]
あたしは松ﾁｬﾝとｷﾑｷﾑ兄やんとｼﾞｭﾆｱさんと宮川大輔さんが

好きなんですけど[:ハート:]
ﾏｼﾞ松ﾁｬﾝは子供の頃から大好きで結婚したいと

思ったぐらい大好きなのね[:ハート:]
大晦日にはｶﾞｷ使のｽﾍﾟｼｬﾙがあるし、

楽しみ〜[:ハート:]
あの笑っちゃいけないｼﾘｰｽﾞはﾏｼﾞ面白いよね[:ハート:]
お腹がよじれるぐらい爆笑だもん。

あたしの笑いの基本はﾀﾞｳﾝﾀｳﾝさん。

ちなみに今、代打屋見てます。

亮ﾁｬﾝがｶｯｺﾖｽ[:ハート:]
めっちゃ胸ｷｭﾝ[:揺れるハート:]
ﾔﾊﾞｲ。歌の時の忠義がめちゃかわゆす[:ハート:]
あぁ。結局忠義、ﾛｹ行ってないのねー[:悲しい:]
あっという間に終ってしまった[:悲しい:]
そういや、ｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞの日、代打屋のﾌﾞﾛｸﾞで

いろんな番組に出ますみたいに書いてあったんだけど

この見切れ作戦だったんだなぁと思って。（笑

こんなのﾁｪｷﾚないよー[:悲しい:]

あ。そうそう、あたし、結局元旦、休日出勤になったのね。

ｱﾊﾊﾊﾊﾊ。

まぁ、暇だからいいんだけど。

結局あたしは元旦にはお休みはないんだなぁと



思いました。

頑張ります[:グー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お正月休みにやりますので

しばしお待ちを[:ハート:]
ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎。

お気軽にｺﾒﾝﾄください。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.30 Sun 代打屋。

おはようございます[:おてんき:]
大倉担まひるですけどもー。

昨日寝たの３時頃だったにも関わらず

まひるさん、７時起きです[:チョキ:]
特に眠くもないんですけど[:パー:]

年末のBGMはSS501です[:ハート:]
なんかこのｱﾙﾊﾞﾑがするめみたいで

聴けば聴くほど味が出るとゆーか[:パー:]
好きな曲がどんどん増えてくるんですよ[:パー:]
もうﾎﾝﾄﾌｧｰｽﾄｱﾙﾊﾞﾑなんですけど大好きです[:ハート:]

あ。そうそう、ﾄﾞﾗﾏ歌姫の元となった舞台歌姫のDVDが
発売になるんですが買おうかどうしようかもっそい迷ってます[:ムニョムニョ:]
だってもう歌姫の大ﾌｧﾝですもん。

はぁ。悩む。

値段にもよるなぁ。

とりあえずﾁｪｷﾗっておきます[:ぴかぴか:]

あぁ。早くｸﾞｯｽﾞ届かないかなぁ。

写真も見たいけどﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞが１番見たい[:ハート:]
壁に７色貼るつもりですもん[:ハート:]
あと取り寄せた本も今日届くし、楽しみ[:揺れるハート:]楽しみ[:揺れるハート:]
ﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞ、ﾋﾟﾝｸも欲しかったなぁ。

だってこのﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞ可愛いもん[:ハート:]
しかも忠義のこの髪型もっそい好きだし[:ハート:]
亮ﾁｬﾝも何気に金ﾊﾟの時だし[:ラブラブ:]
かわゆす[:揺れるハート:]



昨日の代打屋。

１番亮ﾁｬﾝのが面白かった[:ハート:]
なんか亮ﾁｬﾝってｳｿつけないﾀｲﾌﾟなんだなんだなぁと思って。

亮ﾁｬﾝの照れた顔がすっごい胸ｷｭﾝだし、

ｼｬﾝﾊﾟﾝがぶ飲みしてたのもウケるし[:パー:]
そして亮ﾁｬﾝの歌う「粉雪」。

心臓ﾊﾞｸﾊﾞｸで飛び出るかと思った。

あ。でもやっすんと丸ﾁｬﾝが犬の着ぐるみ着て

ちょっと怒り気味でヒナﾁｬﾝに駆け寄る姿がウケた。

妙にあの着ぐるみが似合うんだよなぁ。

あと見切れ作戦もﾏｼﾞ面白かった[:ハート:]
ちいさんに見つかった瞬間の焦りよう。

忠義がﾛｹなかったのがﾎﾝﾄ残念だけど

ﾄﾞﾗﾏとSHOCKで忙しかったんだろうなって。
でもﾏｼﾞｽﾞｯｺｹを歌う忠義が可愛くて[:ハート:]
最高でした[:グッド:]
でもあっという間に終ってしまって

次はぜひ２時間ｽﾍﾟｻﾙでやって欲しいなぁって思います[:ハート:]

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お正月休みにやる予定でいます。

しばし、しばしお待ちをー。

ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2007.12.31 Mon 皆様、よいお年を〜。

２００７年もいよいよ最後となりました。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今年はｴｲﾄｺﾝに行ったのが

京セラと山梨公演だけだったので

すごく忠義に会えなくてつらいなぁって思ったことも

たくさんありました。

その分ｴｲﾄのこと忠義のことを

考える時間が多くて

悩んだりしたこともたくさんありました。

忠義のことを信じることが出来なくなったりした時も

ありました。

でも悩んで悩んで会えなくて

それでもあたしは大倉忠義という人が

好きなんだなぁってことにも気づかされました。

好きだからつらいんだって気づきました。

少しでも忠義に近づきたくて

でも嫌われるのが怖くて。

そんなことを思った１年でした。

でもつらいことばかりじゃなかったし、

すごく嬉しいこと楽しいことも

たくさんありました。

博貴がﾌﾟﾚｿﾞﾝで復帰したり、

ﾄﾞｰﾑのｽﾃｰｼﾞに上がったりもして話聞いただけでも

すごく嬉しくてまた８人に戻れるってゆー希望が

持てた年でもありました。

４７ﾂｱｰが無事に終わったこともすごく

嬉しかったし、

忠義の連ﾄﾞﾗ初出演も素晴らしいﾄﾞﾗﾏと共演者に

恵まれて心の底から良かったなぁって思えた。

やっぱりｴｲﾄﾒﾝの活躍は自分のことのように嬉しい。

雑誌にもたくさん載ったし、TVにもたくさん
出ましたよね。



そのひとつひとつがあたしの宝物だし、

思い出。

たくさんの思い出をありがとう。

ｴｲﾄには忠義には感謝しても感謝しきれない程の

幸せをもらっています。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにありがとう。

毎日が楽しく暮らせるのも忠義のおかげだと思ってます。

年が明けてﾌﾞﾛｸﾞ始めて３年になります。

（こっちのﾌﾞﾛｸﾞは６月で３年）

今までたくさんｴｲﾄのこと忠義のこと思ったことを

書いてきました。

またこの先どれだけ忠義のことを好きで居られるか

わからないけど

でもあたしが忠義のことを想い続ける間はﾌﾞﾛｸﾞを

続けていきたいなって思います。

こうして今年もﾌﾞﾛｸﾞを続けていられたのも

支えてくれるみなさんのおかげでもあります。

ありがとうございます。

ずっとﾌﾞﾛｸﾞを続けていきたいなって思います。

２∞８年も福原まひるをよろしくお願いします。
そして皆様にとっても良い年になりますように。

関ｼﾞｬﾆ∞にとっても素晴らしい年となりますように。

皆様、よいお年を〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お正月休みには終らせたいと思います。

しばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎♥

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.01 Tue A HAPPY NEW YEAR　２∞８!!!!

A HAPPY NEW YEAR 2∞8

明けましておめでとうございます[:ハート:]
昨年中はお世話になりました。

今年もよりいっそうﾖﾛｼｸお願いします[:ぴかぴか:]

いやぁ、新年早々仕事ですよ[:パー:]
なんか確か去年もそんなこと言ってたような。（笑

やっと明日から３日間のお休みをもらえるので

まぁ、ｺﾞﾛｺﾞﾛ過ごそうかと[:パー:]
あとDVDを見てー[:ハート:]
HDDの整理してー[:ぴかぴか:]
年末に買った雑誌まだ見てないから

見てー[:ハート:]
って感じで休みもあっという間かな。

今年の抱負ですか???
うーん。

今年はよりいっそう忠義のことを大切に

していきたいなぁって思います[:ハート:]
もっともっと忠義に注目して

もっともっと忠義のこと大好きになって

もっともっと幅広いｺﾒﾝﾄが出来たらいいなぁって

思ってます[:ハート:]
とりあえず忠義初逢いは２月２日の予定です。

なんか初逢いがSHOCKってなんかすごく嬉しいなぁ[:ハート:]
記念に残る１日になること間違いなし[:パー:]
どんな大倉忠義が見れるんだろう。

楽しみ〜[:揺れるハート:]
もっともっと忠義のことが知りたい。

もっともっと忠義の新しい一面を見たい。

今年も大倉忠義愛全開でいきたいと思います[:チョキ:]



いつも忠義に助けられてばっかりだから

今年は少し恩返しが出来たらいいなぁって。

まぁ、まひるに出来ることなんて限られちゃうんだけど

それでも忠義のために何か出来ること見つけて

頑張りたいなって。

まだ４７のお礼ﾒｰﾙ、ﾃｲﾁｸさんに送ってないから

休み中に送りたいと思ってます。

あと代打屋の感想ﾒｰﾙとかもﾃﾚ朝さんに送って

次の仕事に結びついたらいいなぁって。

あぁ。そういえばｴｲﾄのｸﾞｯｽﾞ届いた人います???
なかなか届かないから今日、佐川急便に[:携帯:]したんですよ。
そしたらまだ出荷されてないみたいで。

なんか書類上は出荷したことになってるんだけど

実際には出荷されてなくて未だに届いてない状態らしい。

それはあたしだけですか???[:パー:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
もっそい楽しみにしてるんですけど[:パー:]

そうそうここで重大発表が!!!![:パー:]

初夢にただﾁｬﾝが!!!![:パー:][:パー:][:パー:]

しかもあたしただﾁｬﾝに後ろから抱きつきました[:ハート:]
で、忠義が振り返って

「俺でええのんか???」（ｷｭｰﾝ[:ハート:]



で、そこでまひるたそ、

「忠義じゃなくちゃﾀﾞﾒなの。」（笑

昼ﾒﾛか???[:パー:]
はい。それだけでした[:パー:]
でも幸せでした[:ハート:]
どんな夢ですのん???[:パー:]
ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

あ。もうすぐむちゃ∞ﾌﾞﾘｽﾍﾟｻﾙなので
ｻﾗﾊﾞ[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽはお休み中にやりますねーん[:ハート:]
お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.02 Wed いやぁぁぁぁぁぁぁ。（絶叫

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにSHOCKに２月６日に行くと書いたのですが
正しくは２月２日でした[:悲しい:]
すみません[:汗:]
つーか忠義が交互出演ってことはたぶん１月ONLYですよね???
あたし２月なんですけど[:パー:][:パー:][:パー:]
頑張って[:チケット:]取ったのに
ﾎﾝﾄ１月だけだったらﾏｼﾞで泣くわ[:悲しい:]
もうそうゆうことは突然発表しないで

くださる???
とりあえず交換してもらうのにも

誰が出るのかわからないと交換もくそもないと[:パー:]
もういやー[:悲しい:]
また大人の事情ってやつですか???
ﾊﾞｶﾁﾝがー!!!!![:パー:]
ただﾁｬﾝのために朝５時半から並んだのに。

ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
ﾊﾞｶﾁﾝがー!!!![:パー:]ﾊﾞｶﾁﾝがー!!!![:パー:]ﾊﾞｶﾁﾝがー!!!![:パー:]
もうまひるたそぶっ倒れそうです[:悲しい:]
元気がない時ー。ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ気分でー。なんて

歌えません[:パー:]
大人の事情なんて死ねばいい[:パー:]

そんなわけでふて寝こきました[:眠たい:]
起きたのは１６時です[:悲しい:]
今にも死にそうです[:冷や汗:]
正式発表ﾌﾟﾘｰｽﾞ[:パー:]

いやぁぁぁぁぁぁぁ。[:悲しい:]



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎よーん[:ハート:]
むしろくれ[:GO!:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.03 Thu 忠義全公演出演。

こんばんわんつー。

大倉担まひるですけどもー。

忠義、SHOCK全公演出演するそうです。
調べてコメントくださったちびぱんださんありがとうです。

良かったですよね。

ちなみに今、まひるたそは親戚が集まって

大騒ぎ中です。

しかもはとこがチョーイケメン。（ドチドチ

とりあえず報告まで。

サラバ。



2008.01.04 Fri 博貴、ﾄﾞﾗﾏ主演ｹﾃｲおめでとうー&#9829;

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は[:携帯:]から書き逃げすみません[:汗:]
ちびっこ４人（しかも全部男）の相手は

さすがに疲れました[:ムニョムニョ:]
でもはとこがﾁｮｰｲｹﾒﾝで死ぬかと思いました。(笑
でも残念なことに中学生なんだよなぁ[:悲しい:]（素晴らしいｵﾁ
でも身長なんて１７５ｾﾝﾁもあるし、

ｶｯｺｲｲんだ[:パー:][:ハート:]
すっごい落ち着いてるし。

なんか見惚れる[:ハート:]
誰に似てるかと言ったら忠義っていう感じよりも

博貴って感じ。

王子様系。

しかも頭も良くて学年で３番ぐらいの成績なんだって。

で、まひるたその卒業した某進学校に行きたいんだって。

あたしは当時学校大嫌いだったんだけど

今、その学校って東京の進学校の中でも人気なんだって。

へー。（笑

現役卒業するとそうゆう話にも疎くなるし、

まして山梨の田舎に住んでるからねぇ。

あぁ。もうはとこなんて小学生の時以来会ったから

誰かと思った。（笑

まして俺ｲｹﾒｰﾝだし[:パー:]
生まれた頃から知ってるのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

博貴、ﾄﾞﾗﾏ主演おめでとう〜[:ハート:]

いよいよ本格的な復帰だね。

なんかもうﾌｼﾞには出られないと思ってた部分あるから

すごく嬉しいです[:ハート:]
しかもまた亮ﾁｬﾝとの共演。



亮ﾁｬﾝは友情出演だからどれぐらい出番が

あるのかわからないけど

でもきっと博貴にとっても亮ﾁｬﾝが一緒なのは心強いと思う。

仕切りなおしだね。

楽しみだね〜[:揺れるハート:]
あたしきっと[:テレビジョン:]が壊れるんじゃないかってぐらい
ｶﾞﾝ見するよ[:びっくり:]
きっとﾃﾞｯｷが壊れるぐらいﾘﾋﾟると思うよ。

ｳﾊ[:ラブラブ:]
博貴、亮ﾁｬﾝ、FIGHT[:ハート:]
なんかこうして博貴がﾄﾞﾗﾏに主演出来るってことは

やっぱり期待しちゃうよね。

８→１を。

忠義がﾚﾝｼﾞｬｰで１度も欠かしたことのないこの言葉を。

この８人の思いを無駄にしないで欲しいなぁ。

２∞８年８枚目のｼﾝｸﾞﾙで[:パー:]とかないかなぁ。
ねぇ、ｼﾞｬﾆｰさん。

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

お正月休み結局何も出来なかった[:悲しい:]
てか鼻血が大量に出てて止まらない[:悲しい:]
気持ちわるー[:悲しい:]
DVD見て、HDDの容量もあけよー。
まだﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ見てないんだよね[:悲しい:]
あ。そだ。歌姫のDVD-BOX予約したっす[:てれちゃう:]
結局買うんだよなぁ。

なんかﾄﾞﾗﾏが決定した時から気になってたんだけど。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててすみません[:汗:]
ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.06 Sun やっかし千秋様よね&#9829;

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

女の子の日に一昨日なって昨日は死んでおりました[:悲しい:]
しかも仕事中に倒れてでも帰るに帰れなかったので

３０分休憩して薬飲んで頑張りました[:グー:]
あたし普段薬って量守って飲んでるんだけど

昨日はもうｶﾞﾝ飲み[:びっくり:]
もう意識失う瞬間がわかったもん。

だんだん周りの音が聞こえなくなってって

意識朦朧としていって倒れました[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)

で、のだめを途中から見たのね。

のだめと千秋様がもうかわゆす[:ハート:]
特に最後ののだめがｻｲﾝもらいに行って

千秋様にﾏｼﾞｯｸでｸﾞﾘｸﾞﾘほっぺ書かれて

抱き合うとこがｷｭｰﾝ[:ハート:]
死んじゃう[:てれちゃう:]
あたしも千秋様のような人がいい[:ハート:]
あのﾂﾝﾃﾞﾚ具合がｽﾃｷ[:ハート:]
あたし、今まで全然玉木宏さんにときめかなかったんだけど

のだめ見てｷｭｰﾝ[:揺れるハート:]ってなったの。
あたしもｦﾀｸで変態だからですか???[:パー:]
あたしもただﾁｬﾝにほっぺにｸﾞﾘｸﾞﾘ書かれたい!!!![:パー:][:ハート:]
で、抱きしめて欲しい。

（↑ここ重要[:パー:]

SHOCK、初日お疲れ様でした。
そして５００回公演おめでとうございます。

いやぁ、SHOCK始まっちゃいましたね。



なんかﾄﾞｷﾄﾞｷです[:ラブ:]
あと町田さん、退院おめでとうございます。

入院してるなんて全然知らなくて

自分中心のｺﾒﾝﾄの数々失礼いたしました。

今年も素晴らしいｶﾝﾊﾟﾆｰを築き上げていって欲しいと思います。

短いけどおつ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててすみません[:汗:]
ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎です[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2008.01.07 Mon 斗真???忠義???どっち???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

そろそろヒナﾁｬﾝの誕生日ﾘﾇをしようかなぁとか

思ってます。

でも今日、佳奈（＠すばる）からｼﾞｬﾆ勉のDVDが
送られてきたのでそれも見たい[:びっくり:]
うきゃ[:てれちゃう:]
明日やりたいこといっぱいあるし、

休みなんてあっという間よね[:悲しい:]

すいません[:汗:]
中居くん司会のﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞの番宣番組見てました。

だって斗真がｶｯｺｲｲんだもん[:ハート:]
慶ﾁｬﾝ、髪黒いと地味ねぇ[:悲しい:]
でも慶ﾁｬﾝも斗真ももっそいｽﾄﾗｲｸ出してて

すっげって思ってみてた。(笑
まぁ、慶ﾁｬﾝはﾍｲｾｲｼﾞｬﾝﾌﾟのﾊﾞｯｸから始めるらしいです。（笑

（↑中居くん談

あぁ。ﾊﾁｸﾛ楽しみだなぁ[:ぴかぴか:]
もう明日始まるんだよね???
録画忘れないようにしなくちゃ。

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

もう斗真大好き[:ハート:]
結婚してぇー[:揺れるハート:]
あれ???たちょよしは???
あぁ。もう斗真と忠義からﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞされたら

もっそい悩む。

ﾎﾝﾄに。ﾎﾝﾄに。（笑

まぁ、悩む必要もないんですけど[:パー:]
それはありえなすだからです[:パー:][:悲しい:]
えぇ。ちょっとぐらい悩ませてよ[:パー:]



ちょっと。ちょっと、ちょっと[:パー:]
あたし、まだｸﾞｯｽﾞが届かないんですけど[:パー:]
なして???
なんか佐川急便にも問い合わせたし、

Webにも問い合わせたけどもうすぐです[:パー:]って
返事しか返ってこないんですけど[:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
今までこんなに遅れたことないからもっそい不安になるよ[:悲しい:]
まだ届いてないって人います???

なんかあたし今かなりのｴｲﾄ不足[:悲しい:]
代打屋も見たし、むちゃ∞ﾌﾞﾘも見たし、ｶｳｺﾝも
見たけどなんかもっとどっぷり浸かりたい。

もう今夜はｦﾀﾋﾞ鑑賞会にしますわ[:パー:]
４７の本編もまだ１回しか見てないし[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2008.01.08 Tue 手のひらから溢れるほどの愛。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日でﾔﾌﾟﾛｸﾞ時代から数えて

ﾌﾞﾛｸﾞを始めて３年になります[:拍手:]
３年かぁ。

３年の間にいろんなことがあったけど

あっという間だったよ。

忠義のことで悩んでる時は長く感じたけど。

でもﾌﾞﾛｸﾞを始めてよかったなぁって思うことの方が

多かったなぁ。

そりゃ時には批判されたりして

凹んだりもしたけど

それでも良かったって思うことの方が

多かったのはきっと充実してたんだろうね。

あたし、こんなに本気で同じ人を好きで

居たことがないんだよね。

忠義好きになって６年ぐらいになるんだけど

こんな気持ちにさせてくれたのは忠義が初めてなんだよね。

だからすごく感謝してる。

好きで居させてくれてありがとう[:ハート:]
忠義を好きになって良かった。

あたしは幸せです[:ハート:]
ぶっちゃけ辞めていった元担を忘れたわけじゃない。

今でも好きだし、会いたいって思う。

でもそれは辞めていってしまったから

元担との時間が止まってるからなんだよね。

だから思い出って言ったらいい事しか出てこないし。

つらいことだってたくさんあったのに。

あたしの中で元担は永遠なんだよね。

でも忠義は現在進行形。

思い出なんかじゃない今を生きてる人。

あたしがこうしてぼんやりしてる間にも

SHOCKという大仕事を頑張ってる。



今も１２０％の力でお客さんに向かって演じている。

あたしはそんな忠義が好きだし、

誇りに思う。

大倉担で良かったなぁって心の底から思える。

なんか某雑誌での忠義の恋愛に関しての発言読んでて

嬉しいんだか悲しいんだか。(笑
なんかやっぱ男の人だから恋愛より仕事が１番っていうのは

ｽﾃｷだなって思えるけど

でも変わらないってのはちょっと寂しいなって。

やっぱり彼女側の立場からしたら好きっていう証が

欲しいし。

（↑お前は彼女か[:パー:]
でも毎日[:メール:]や[:携帯:]してくれるのは
やっぱり嬉しいかな。

もっそい飴と鞭だと思うのはあたしだけですか???[:パー:]
そんなわけで嬉しかったり悲しかったりって感じです。(笑
あたしきっと忠義に翻弄される日々なんだろうな。

彼女でもないのに今もすでにそんな感じだし[:パー:](笑
あたしすっごいわかりやすいんですよ。

好きな人前にすると好き好きｵｰﾗが出てしまうんですよ[:パー:]
ﾃﾝｿﾝとか無駄に上がっちゃうし[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
でも最近大人になったとゆーか猿知恵がついたとゆーか。（笑

そんなに好き好きｵｰﾗ出したら引かれてしまうって

思って妙に顔がこわばるんですよね。(笑
それもどうかと思うんですけど[:パー:]
ｲﾗﾇ猿知恵。(笑
ﾗｲﾌﾞでもあたし、「忠義ー!!!!」とか「たっちょーん!!!!」とか
なかなか叫べないんですよね[:悲しい:]
なんか大好き過ぎて怖いの。(笑
昔なんてｱﾋﾟｱﾋﾟしまくりだったのに。(笑
忠義を前にすると乙女になってしまうみたいです[:てれちゃう:]
(　´Д｀)ｷﾓｯ
まず散々ﾌﾞﾛｸﾞで忠義と呼んでるくせに

実際は忠義と呼べない。(笑
「たっちょん」がいっぱいいっぱい。



ｱﾋﾟｱﾋﾟしたいのに恥ずかしくてｱﾋﾟｱﾋﾟできないの。(笑
どんだけ好きなんですか???[:パー:]
もうﾎﾝﾄ重症。

また夜書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.10 Thu 大倉忠義にｳﾊｳﾊな日々。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

もう昨日やっとｸﾞｯｽﾞ届いたんですよー[:たらーっ:]
どんだけ待たせるんだ!!!!って話ですよ[:パー:]
もうでも写真とかﾁｮｰｳﾊｳﾊで[:ラブラブ:]
忠義の分しか買ってないんだけど

それだけでｳﾊｳﾊ[:ラブラブ:]
忠義のたくましい腕が見れたり可愛い笑顔が見れたり

もう最高です[:グッド:]
ただﾁｬﾝ大好き[:ハート:]
昨日はそれでｳﾊｳﾊしてて

「斉藤さん」見てﾄﾞｷｭﾒﾝﾄも見たんだけど

もっそい眠くて最後の方、あたしほとんど寝てた[:眠たい:]
そんなわけでまだﾚﾝｼﾞｬｰ入れ替えは見てないってゆーね[:悲しい:]
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄはねぇ、必殺仕事人って背中が出るたびｳﾊｳﾊしてた[:ハート:]（笑
そういえばただﾁｬﾝ、山梨公演中も結構ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ回してた。

あたしはひっそりこっそり映らないようにしてたんだけど。(爆笑
もうだって数年前Vｺﾝで失敗したからね。
某くんの背後に映り込み会場でもｱｯﾌﾟになったけど

それがﾋﾞﾃﾞｵ化されたこと

あれは衝撃だったわー[:悲しい:]
数人のお友達から[:メール:]いただきましたわ。
別にあれは映りたくて映ったわけでもなく

客席から出てくるってゆー演出でもっそいｳﾊｳﾊに

なってるあたしの恥さらしな映像が映ってるわけで[:悲しい:]
当時は高校生だったからいいけど

今は２４歳だからね[:悲しい:]
あたしの痛い姿なんてこれ以上さらしたくないわ[:パー:]
あ。書いてて若干凹んだ[:悲しい:]

で、一昨日はｼﾞｬﾆ勉を６回目まで見たのね。

お噂に聞いていたIKKOさんｹﾞｽﾄの回。



本気で口説いたら落ちそうなﾉﾝｹに選ばれる大倉忠義さん。

微妙な表情の忠義がもっそいかわゆす[:揺れるハート:]
ただﾁｬﾝ新たな一面開花ですね[:ハート:]（笑
なんとなーくわかる気がしたけど[:パー:]
あたしのそっち系の友達の彼氏もﾉﾝｹなんだけど

ちょうどIKKOさんがｹﾞｽﾄの時の忠義の服装と
まんまだったから。

まぁ、ただﾁｬﾝの場合あれは衣装なんでしょうけど。

衣装って言えばしょーへい兄さんが出た時の

ﾒﾝﾊﾞｰの衣装良かったなぁ。

特に忠義と章大。

あーゆう感じ大好き[:ハート:]
章大の帽子もっそい可愛かったし[:ハート:]
なんかﾊﾟﾀｰｺﾞﾙﾌの時にすばーが帽子いたずらしてて

すっごい面白かった。

たぶんあれはすばるじゃなくて

あたしでもやるけど[:パー:]（笑
もうだってあれはﾈﾀ振りにしか見えないもん。(笑

そんなわけで２日間ｦﾀｦﾀしてたわけで[:てれちゃう:]
久々に[:家:]でｦﾀｦﾀしてみたけど
やっぱ楽しい[:ハート:]
また今日も写真ｶﾞﾝ見[:びっくり:]して寝ます[:眠たい:]
写真集も見直そう[:ハート:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.11 Fri 大倉忠義さん、好評のようで。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日の夜、ヒナﾁｬﾝB.Dﾘﾇ作りました[:ぴかぴか:]
冬なんだか春なんだか統一性なくて申し訳ないです[:悲しい:]
でもまぁ、新春って感じで[:ハート:]（笑
よくわかんねー[:汗:]

あ。SHOCKなんですが
初日のｶﾐｶﾐは別として結構座長担の方達にも

忠義のお芝居が好評のようで

なんか非常に嬉しいんですが[:パー:][:ハート:]
大倉忠義さん、評判いいですよ!!!![:パー:]
良かったね[:ハート:]
なんかやっぱり毎年SHOCKと言う舞台が公演される中で
忠義は今年初参加じゃないですか???
どこまで違和感なく勤め上げられるのか

やっぱり心配だったわけで。

それを「大倉くんいい[:グッド:]」って言ってもらえると
やっぱり嬉しいわけで。

なんか「拝啓、大倉様。」みたくなってるけど。(笑
まぁ、そんな感じで忠義も頑張ってるようなので

あたしも気合入れて忠義の勇姿を観に行きたいと

思ってます[:ハート:]

昨日、ﾚﾝｼﾞｬｰ入れ替えをやっと見ました。

これでやっと全部見たよー[:たらーっ:]
つーかﾚﾝｼﾞｬｰ入れ替えとかあたしには出来ない[:ひやひや:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
人のｾﾘﾌまで覚えられねー[:汗:]
なんとなくﾌﾞﾙｰとﾌﾞﾗｯｸの役回りとかはわかるけど

誰がこのｾﾘﾌ言ってとかそんなの７人分も



覚えられないっすよ。

誰がどのｾﾘﾌ言ってるとか全然わかんないもん[:悲しい:]
そんなわけであたしの配役はｸﾞﾘｰﾝでいいです[:ハート:]
なんか絶対自分が何ﾚﾝｼﾞｬｰかわからないもん。（笑

どんだけどんくさいんだ???[:パー:]

あぁ。それで昨日のﾚｺﾒﾝですよ。

ﾊｹﾞ鷹くんね。（爆笑

ﾄｩﾙﾄｩﾙのﾂﾙ鷹くんよ。

もう限界ｷﾞﾘｷﾞﾘﾄｰｸですよ[:パー:]
だってﾁ○ｺってはっきり言ってたじゃんよー[:パー:]（笑
どんだけ話を下の方に持っていきたいんでしょう。

そんなｴｲﾄが大好きです!!!![:ハート:]
もうめっちゃ笑った。

ヨコヒナ最高だなぁ。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎です[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.14 Mon きゅーん&#9829;

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、朝６時からﾏﾏﾝ軍団が

庭で味噌を作っててにぎやかで目が覚めました。

で、そのまま起きてるか寝るか悩んで

結局また寝ました。

だって寒かったんだもん[:悲しい:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
今日、山梨は最低気温が−５度だったんですって[:パー:]
最高気温も６度ぐらいしかなくて。

死むー[:悲しい:]

つーか「薔薇のない花屋」の慎吾ﾁｬﾝ、めっちゃかっこよくないですか???
ちょっとしか見れなかったけど

なんか切なかったよ[:ポロリ:]
でも最初から見れなかったので話の展開が全く

読めなかったんですけど[:パー:][:悲しい:]
録画しておけばよかったぁ[:悲しい:]
油断してたよ[:悲しい:]
今回ﾄﾞﾗﾏとか全然ﾁｪｯｸしてなくて。

結局柳くんのﾄﾞﾗﾏも録画し忘れたし[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
柳きゅーん[:失恋:]

一昨日やったKAT-TUNの番組面白かった[:ハート:]
なんかあたし的にはきらきらｱﾌﾛでいつも話が出てくる

松嶋さんのお友達のちかまろさんが見れたのが

感激!!!!!（笑
まさかこんなとこでちかまろさんが見れるなんて!!!![:パー:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あとゆっちのﾍﾀﾚぶりに爆笑。



土産を渡せよ!!!![:パー:]（笑
めっちゃｶﾐまくりだし[:パー:]
ゆっちがあんな緊張しぃだとは思わなかった。(笑
かわゆす[:揺れるハート:]

今日、ﾈﾀがないのでｻﾗﾊﾞ[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎です[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.15 Tue 大倉忠義に会うために。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

もうさっきからお腹ｷｭﾙｷｭﾙでﾔﾊﾞｲです[:悲しい:]
４回ﾄｲﾚに行きました[:冷や汗:]
(-∧-；)ﾅﾓﾅﾓ。

なんかここ３日ぐらいﾌﾞﾛｸﾞ書く気力がなかったのね。

それもこれも店長のせいですよ[:パー:]
だってSHOCKの日休みくれないような口ぶりだったんですもん[:悲しい:]
休み申請したら難しいなぁって言われて

保留にしといてって言われたんですよ。

しかもｦﾀを隠してるので（休みが取りづらくなるため）

友達の結婚式って言ったのにですよ[:パー:]
つーか友達の結婚式に休みもらえない職場ってどーよ[:パー:]
で、結局今日まで保留にされて

その間ずっとﾃﾝｿﾝ駄々下がりで[:下向き:][:下向き:][:下向き:]
結局休みもらえたんですけど

あり得なすですよ[:パー:]
ﾏｼﾞ休みもらえなかったら本社に[:電話:]しようかと
思ってました。

だってだって朝５時半から並んで買った[:チケット:]だし、
どうしても忠義の頑張りを見ておきたいんですもん。

仕事だって頑張れてるのは忠義にいつ会える???
って思うから頑張れるわけで。

めちゃめちゃ忠義に甘えてるのは事実で[:パー:]
あたしだって仕事に行きたくないって思う日は

もちろんあるわけで。

でも忠義に会いたいって思うから頑張れるんです!!!![:パー:]
さんきゅー、べいべー。

あたしだってそんなに強い人間じゃないのですよ[:パー:]
それに少ない給料ですし[:悲しい:]
たくさん忠義に会えるわけじゃない。



数少ないﾁｬﾝｽなんですもん。

あゆは左耳聞こえなくなったじゃないですか???
あたしもあゆと同じ病気で片方の耳が聞こえなくなった時期が

ありました。

しかも[:病院:]に行ったら治るか治らないかわからないって
いきなり言われました。

すごく落ち込みました。

音楽が大好きだし、これからﾗｲﾌﾞとか舞台とか

行けるのかなぁって不安で不安で溜まりませんでした。

２ヶ月、点滴打って薬飲んで

それで聞こえるよぅにはなったんですけど

疲れたら再発するし、完全によくなることはない病気だと

言われました。

それからなるべく気をつけてるので

再発はしてないんですけど

あゆは歌を続けていたら左耳が聞こえなくなるって言われてた

みたいですね。

なんかそれでも辞めなかったあゆは強いなって思います。

片方耳が聞こえないとすごくつらいですよ。

話も聞き取れないし、歌うことはﾘﾊﾋﾞﾘ次第かも

しれないんですけどなんかずっとｻﾞｰって雑音が聞こえるんですよね。

あゆには頑張ってもらいたいなぁって思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎です[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.17 Thu ずうずうしいのｽﾞ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

＊お願い＊

SHOCK２月２日に行くんですけど
それ以降（楽日ｷﾞﾘｷﾞﾘ）に行かれる方で

２月２日以降発売になる大倉忠義くんの写ってる写真を

代行してくださる方募集してます。

代行してもいいよって方いらっしゃったら

ﾌﾟﾛﾌのとこにﾒｱﾄﾞが載せてあるのでﾒｰﾙくださると

幸いです。

ﾖﾛｼｸお願いします。

ﾎﾝﾄ冒頭からお目汚しですみません[:汗:]

今日、結局夕方まで寝てました。

一端朝起きたんですけどあまりの眠さに撃沈しました[:悲しい:]
最近そんなことちょいちょいです[:悲しい:]
無事か???あたしは[:パー:]
あたし、ﾁｷﾝなのでもっそい気になることがあって

ﾌﾞﾛｸﾞも手につかなかったんですよ[:パー:]
それも今日解消されたので今日から思う存分ﾌﾞﾛｸﾞ書いてやります。

ウハ[:ラブラブ:]

最近仕事ﾓｰﾄﾞに入ってて忠義の顔あんまり

見てなかったんですよ。

そしたらﾀﾞﾒですねー[:悲しい:]
本気で。（笑

あたしずっと忠義の顔見てないと心細いです。

（↑重症[:パー:]
なんかﾎﾝﾄﾀﾞﾒだわー[:悲しい:]



だから亮ﾁｬﾝとヨコをﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽする夢なんて見ちゃうんだわ[:パー:]
（↑内容は忘れた[:パー:]
まぁ、まぁ、夢でも亮ﾁｬﾝとヨコは男前だったんですけど[:パー:]
あぁ。もう今妄想の中でも亮ﾁｬﾝとヨコが男前です[:ハート:]
それを更に自分好みのﾒﾝｽﾞに[:パー:]
ウハ[:ラブラブ:]
最近ﾎﾝﾄよく夢を見るんですよねぇ。

内容は覚えてたり覚えてなかったりなんですけど。

しかもｴｲﾄﾒﾝ率高し[:パー:]
たぶん雑誌の見すぎ。（笑

そう。そう。

それで関西１週間が最近半ﾍﾟｰｼﾞから１ﾍﾟｰｼﾞに変わったと

聞き本屋でお取り寄せをするかどうかもっそい悩むところで。

でもそんなに雑誌代にお金かけられないよー[:悲しい:]
今でもいっぱいいっぱいなのに。

まぁ、これは知らなかったこととして。（笑

でね、松原のｸﾞｯｽﾞが欲しいんですよ[:パー:]
SHOCK観てから買いに行けるんですけど
Webで販売しそうだから後で買おうかなぁと。
SHOCKの写真どのぐらい出るかわからないし。
お金に余裕あったら買いに行こう〜[:ハート:]

あ。そうそう。

倉’masの感想送ったのに忠義から[:メール:]がこないんですけど[:パー:]
誰か届いた方います???
いいんだ。いいんだ。

あたしはただﾁｬﾝに嫌われてるんだ[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださいね〜ん[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.18 Fri 大倉忠義さん、あたしの鼻血を止めて。

おはよー[:おてんき:]
大倉担まひるですけどもー。

＊お願い＊

２月１６日以降にSHOCKに行かれる方で
２月１６日以降発売になる大倉忠義くんの写真を

代行してくださる方探しています。

代行してもいいよという方がいらっしゃったら

お手数ですがﾌﾟﾛﾌ（すごく右下）にﾒｱﾄﾞが載せて

あるのでﾒｰﾙくださると助かります。

ﾖﾛｼｸお願いします。

たびたびお目汚し失礼致します[:汗:]

つーか気がついたら唇の皮がめっちゃむけていて

とても口紅など塗れる状態じゃないです[:悲しい:]
ｱﾚﾙｷﾞｰなのでちょいちょい唇荒れてるんですけど

とりあえず２日までに少しでも良い状態に

持っていかないと化粧も満足にできやしない。

忠義と接吻も出きやしない[:ポッ:]
さりげなく図々しいこと言いましたよ。

あてくし[:パー:]
あぁ。やっぱりただﾁｬﾝとのﾁｯｽの味ってｽﾄﾛﾍﾞﾘｰよね???(笑
いや、今は親子丼かぁ。

親子丼はいいけどｶﾚｰうどんは勘弁だなぁ。(笑
丼ものって美味しいよね???
あたしも大好き[:ハート:]
最近食べたのはカツ丼ですけど[:パー:]
でもただﾁｬﾝとの初ﾁｯｽが親子丼の味だったら

( ﾟДﾟ)ﾋｮｴｰですわ。
まぁ、美味しくいただいちゃうんですけど[:パー:]（笑
（↑結局は忠義だったら何でもいい人[:パー:]



ｶ､ｶﾚｰうどんでもどんとこい!!!!![:パー:]щ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｫｫｫﾝ 
ﾁｯｽﾁｯｽ[:ハート:]
でもただﾁｬﾝとﾁｯｽなんてしちゃった日にゃ

３日３晩眠れないんだろうなぁ。

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞｰﾙ。ｶｰﾆﾊﾞｰﾙ。

まひるたん卒倒ものだよなぁ。

なのでもちろん妄想の中で[:ハート:]

最近よく鼻血出すんですけど

まひるたん欲求不満ですか???[:パー:]
ただﾁｬﾝが早くまひるたんをお嫁ﾁｬﾝにもらってくれないからだわ。

（↑逝け

それはいいとして本気で貧血起こしそうなぐらい出るんですけど[:パー:]
鼻に刺したﾃｨｯｼｭ１０枚ぐらい変えるんだよ。

異常でしょ???
寝てても出るし、仕事してても出るし、

油断はﾅﾗﾇ。

血のかたまりとかも出てくるし[:パー:]
あたしは無事か???[:パー:]

あ。ご飯食べて仕事行ってきます。

また夜にでも[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.18 Fri 明日から「未定　壱」楽しんでください。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、帰ってきてからうとうととしてて

半分寝ぼけています[:悲しい:]
ﾀﾓｽﾃも見忘れました[:悲しい:]
しかもﾏｳｽの調子が悪いです[:悲しい:]
ﾏｳｽ新しいやつ買おうかなぁ。

なんかしかもｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰの調子も悪く

改善されるのが２３日らしくて[:悲しい:]
[:パソコン:]関係調子悪いと凹みます。

あ。朝は破廉恥ﾌﾟﾚｲ失礼しました。

なんかしかも昨日ぐらいからﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒﾝﾄくださった分が

[:携帯:]に転送されず全くｺﾒﾝﾄが入ってることに
気づかず[:悲しい:]
さっき知りました。

すみません[:汗:]
ドンくさくてすみません[:汗:]

あ。SHOCKの代行はまだ探してますので
詳しくは下のｴﾝﾄﾘｰ見ていただけると助かります[:ハート:]
今回は１０枚ちょっとかなぁと予想してるんですけど

こればっかりはわかりません。

滝沢演舞城で大変な思いをしたので[:たらーっ:]
また代行の件はWebでの発表次第で載せていきますので
まだまだ不快な思いをさせてしまうかも

しれませんがﾖﾛｼｸお願いします。

いよいよ明日から、松原ですね[:ハート:]
行かれる方は思いっきり楽しんできてくださいね。



なんか必要以上にﾄﾞｷﾄﾞｷするのはなぜでしょう???
もうﾚﾎﾟ読むのが楽しみです[:ハート:]
行きたかったなぁ[:悲しい:]
なんかあたし的に気になってるｸﾞｯｽﾞが

ｽﾄﾗｯﾌﾟなんですけどなんかすばﾁｬﾝとヒナﾁｬﾝの

人形がついてたら笑っちゃうんですけど[:パー:]
（↑失礼極まりない人[:パー:]
(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲやつがいいです[:ハート:]
例えば全身ﾀｲﾂのすばﾁｬﾝ、ﾋﾅﾁｬﾝとか。(笑
まぁ、楽しみですね[:ハート:]
体調に気をつけて千秋楽まで頑張ってください。

そうそう、今日、FINEBOYS買ったの[:ハート:]
もちろんお目当ては斗真。

ずっと買おうと思ってて本屋に聞いたらなかったから

諦めてたんだけど普通にｺﾝﾋﾞﾆに売ってました[:ぴかぴか:]
これがもうｶｯｺｲｲんだ[:ハート:]
あたし心臓ﾊﾞｸﾊﾞｸ[:ラブ:]
もう今日これ買ってからｶﾞﾝ見[:びっくり:]しっぱなし。
あたし思うんだけど斗真は今のとこﾃﾞﾋﾞｭｰしてないじゃない???
いつまでもｼﾞｬﾆｰｽﾞJrっていうままで
結構どうして???とか批判の声とか聞くんだけど
あたしはﾃﾞﾋﾞｭｰしてるとかしてないとか関係ないと

思うんだよね。

斗真、今すごく良いｽﾀﾝｽで仕事してるし、

それが１番大事なんじゃないかって思う。

あたしがどうこう言える立場じゃないけど。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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2008.01.20 Sun 忠義にﾊｸﾞされたい。(切実

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

あたしさっきから寒くて震えが止まらないんですけど。

あまりの寒さに寝ていられなくて

起きてﾋｰﾀｰ強めで。

なんか風邪の予感[:悲しい:]
仕事も休んでいられないし、

SHOCKもあるし風邪なんてひいてる場合じゃないんですけど[:パー:]
でも鬼寒いんですけど[:パー:]

あ。松原のｸﾞｯｽﾞ見た[:ぴかぴか:]
通常ﾓｰﾄﾞで見たからつい噴出してしまった。

面白いんだけど自担だったら絶対買ってるけど

今回は買うのやめた。

今、[:パソコン:]電源入れたばっかだから全然ﾚﾎﾟとか
見てないんだけど

ﾎﾞﾁﾎﾞﾁ見て行こうかなぁって思ってます。

そしてやっぱりｸﾞｯｽﾞにも登場したね。

全身ﾀｲﾂ[:ハート:]所謂ﾓｼﾞﾓｼﾞくん。
あたしうちわのすばるの顔見て噴出した。

油断してたわー。

ｽﾄﾗｯﾌﾟはよく見えなかったんだけど

すばるがおじいちゃんの扮装した顔写真が入ったやつで

ヒナﾁｬﾝがﾔﾝｷｰだったのかな???
買うなら全部買うか買わないなら全部買わないかって感じ。

あぁ。寒い[:悲しい:]
なんかSPが尻すぼみしてる気がするんですけど[:パー:]
最初の頃の方が面白かった。

ここ２週ぐらいいまいちﾋﾟﾝとこないんだよね。

来週、最終回だよね???



それなのにこの盛り上がりもなくー。

もう起きていられなかったからﾍﾞｯﾄﾞの中で

見たんだけどだから余計に見えなくて

面白くなかったんだけど。

(↑あたしが悪いんじゃん[:パー:]

なんか今更だけどﾃﾚｶﾞｲの

やっすんが羨ましくて[:てれちゃう:]
忠義に後ろからﾊｸﾞされたいです!!!!![:ハート:][:ハート:][:ハート:]
体が大きいから暖かいんだろうなぁ。

後ろから包み込まれたいよ[:ハート:]
前からでもいいんですけど[:パー:]
ｶﾞﾊﾞっとやっちゃってくださいよー。

大倉忠義さん!!!![:パー:]
で、耳元で囁かれたい。

忠義の低音で。

ウハ[:ラブラブ:]
死んじゃう[:ラブラブ:]
あと女性自身の学ﾗﾝ姿ももっそい萌えた[:ハート:]
結局あの見開きに負けて買ってしまったｦﾀｸですけども[:パー:]
なんかまだまだ学ﾗﾝもいけますね[:ハート:]
あたし制服はﾌﾞﾚｻﾞｰより断然学ﾗﾝ派ですね[:ハート:]
ﾌﾞﾚｻﾞｰのﾈｸﾀｲ緩めに閉めてるとこも好きなんだけど

やっかし学ﾗﾝですよね!!!!![:ハート:]
(↑鼻息荒いですよ[:パー:]

なんか相変わらずﾌﾞﾛｸﾞのｺﾒﾝﾄが携帯に転送されないので

ﾏﾒにﾁｪｯｸしないとならないのですよー。

なしてですのん???
原因がわからないんですよねぇ。

あ。ﾃﾚｶﾞｲの博貴の記事もちゃんと見ましたよー。

なんか博貴前よりふっくらしたとゆーか

ｶﾞｯﾁﾘした感じでしかも大人っぽくなってて



なんかあたしは安心しました[:てれちゃう:]
博貴、ﾄﾞﾗﾏ楽しみにしてるからね。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

初めましての方もお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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2008.01.21 Mon 大倉忠義に溺れる。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

肩こりがひどくて首まで痛い[:悲しい:]
職業病なのか[:パソコン:]のやりすぎなのか
はたまたただのぐうたらなのか。

全く持ってわかりません[:パー:]
それでも[:パソコン:]をやる時間は減らないんですよねー[:たらーっ:]
ある意味こっちが職業なのかというほど。

なんかﾌﾞﾛｸﾞって面白いですよね。

やる前はずっと友達のﾌﾞﾛｸﾞとか読んで

ｺﾒﾝﾄしたりしてたんですけど

まさか自分がやることになるなんて

思ってもみませんでした。

あたし憧れは１ヶ月４０回更新です[:ハート:]
まぁ、無理なんですけど[:パー:]
３５回が限界かなぁ。

そんなに書くことも浮かばないし、

やっぱりやるからにはｸｵﾘﾃｨｰ高くやりたい。(目標
今なんて全然なんですけど[:パー:]
でもいろんなことをたくさんの人に面白おかしく

伝えたい。

それがまひるの目標ですね。

なんか昨日かな???
韓国のeighterさんから面白いとｺﾒﾝﾄいただき
あたしのｱﾌｫﾂﾞﾗも万国共通なんだなぁって思いました。(笑

今日は[:ゆき:]が降ってますね。
明日のお昼ぐらいまで降るみたいであんまり積もらなければ

いいなぁと思ってます。

（↑ﾊﾞｲｸ通勤なあてくし[:パー:]



そうそう、今月３誌買ってないことに今日気づき

とりあえずお取り置き頼みました。

火曜日に取りに行ってこようと思ってます。

FINEBOYSなんて買って浮かれてる場合じゃないわ[:パー:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
だってだって斗真だったんだもん[:ハート:]
「花男２」にｹﾞｽﾄ出演した時に

斗真がﾎﾝﾄにﾓﾃﾞﾙのお仕事とかできたらいいなぁって

思ってたから棚からぼた餅的な感じではしゃいじゃってます[:ハート:]

なんか忠義が毎日帝劇で頑張ってるかと思うと

ﾎﾝﾄ毎日でも観に行きたい気分です[:ぴかぴか:]
近くにいるのに会えないって切ないなぁ。

２月２日まで我慢すればいいだけの話なんですけど

もうすでにｱｯﾌﾟｱｯﾌﾟです[:汗:]
なるべくﾚﾎﾟも読まないようにして

新鮮な気持ちで忠義に会えたらいいなぁって思ってます。

でも一応SHOCKのDVDは事前に見ておこうと思ってます。
一応勉強は必要かなって。

もう２週間までに迫ってます。

でもこの２週間が長く感じるんだなぁって。

忠義に会えない１日１分１秒が長く感じて

切なくもあります。

今、忠義は何してるんだろう。

そんなことばかり考えてしまいます。

やっぱりどこでもﾄﾞｱって必要よね???
遠征でも役に立つけどこんな時でも

忠義にすぐ会いに行ける。

まぁ、しずかﾁｬﾝｵﾁで忠義の入浴ｼｰﾝに遭遇かも[:ラブ:]
それはそれでウハウハ[:ラブラブ:]なんですけど[:パー:]
まひるﾁｬﾝのｴｯﾁなどと言われてしまうかもー[:ときめき:]
まぁ、それはそれで忠義のお背中流します。

よろしければ前もお流ししますけども[:パー:](*´∪`*a゛
ﾎﾝﾄによろしければのお話なんでー[:ハート:]



（↑変態炸裂[:パー:]
まぁ、まぁそう遠慮なさらずに[:パー:]
(↑しつこい人[:パー:]
さ、さ、ずずずいーと。（笑

(↑ﾊﾞｶだ[:パー:]

そろそろ眠いので寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2008.01.22 Tue 大倉忠義に捧ぐ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日も[:雪:]でした。
でも思ってた程寒くなくて

帰ってきたのがいつもよりちょっとだけ早くて

「薔薇のない花屋」が２０分ぐらい見れました。

で、で。なんで竹内結子は目が見えるの???
なんか気になるから来週から録画してみよー。

もう慎吾ﾁｬﾝがいい人過ぎるの!!!!
なんか奥さんだった人の言葉がすごく気になって。

奥さんと出会う前の慎吾ﾁｬﾝってどんな人だったんだろうって

すごく気になる。

なんかあたしここのﾌﾞﾛｸﾞ始めたばかりの頃は

すっごくｲﾔなﾔﾂだったなぁって思うんだよね。

読み返すと結構不愉快発言してて。

まぁ、今でも読み返すとそうなんだけど。

文章って一方的だから受け取り方ひとつで

全然違うし、もっと周りに気を使わないとﾀﾞﾒだなぁって思う。

あたしはもっともっと反省点が多い気がします。

これからはもっと周りの人のことも

忠義のことも考えられる人間でありたいと思います。

そして最近怠っていた自分磨きを頑張りたいなぁって。

少しでも多くの人に共感してもらえるようなﾌﾞﾛｸﾞを

書きたいです。

そして少しでも忠義にこの想いが届いたらいいなぁって。

あたしなんかよりｽﾃｷなﾌﾞﾛｸﾞ書く人はたくさんいるし、

そうゆう人達に見劣りしないﾌﾞﾛｸﾞが書きたいです。

これから頑張りたいと思います。

ところで。



今ですねぇ、髪型が全然決まらないのですよ。

なんかいつもﾍﾅﾁｮｺな髪型になってしまって

気に入らないのです[:悲しい:]
もう髪型決まらないからもうﾎﾝﾄｲﾔで。

早く髪の毛伸びないかなぁ。

もうこの時点で自分磨きにﾏｲﾅｽがつくのですよ[:パー:]
ﾊﾞﾘ凹む。

なんかこの髪型で忠義に会いに行くのかと思うと

めっちゃ凹む。

(↑大丈夫見てないから[:パー:]
いや、気持ちの問題だって[:パー:]

なんか世の中いろいろな理由から

自担に会えない人たくさんいるわけで。

その中であたしはたった１回だけどSHOCKに
行けることはすごく神様に感謝しないといけないことだなぁ

って思います。

それでもあたしはあたしなりの努力をしています。

休日出勤したり、[:チケット:]も早朝から並んだり。
でもそれで会えることが当然だと思ったらいけないんだなぁって。

神様が与えてくれたﾁｬﾝｽだと思っています。

少しでも忠義のことを理解して想って

感謝してそんなことを考えさせてくれるﾁｬﾝｽだと思ってます。

あたしは幸せだなぁって思います。

山梨に引っ越すって決まった時は大丈夫かなぁって

思ったけどでも以前程行きまくりってわけには

いかないですけどそれなりにｴｲﾄに会えてて

あたしはHAPPYです[:ハート:]

好きな人のこと考えてる時間が１番幸せですよね。

あたしは忠義のことを考えてる時が１番幸せです[:ハート:]
こんなにほっこりした気持ちにさせてくれる忠義が大好きです。

だからあたしも少しでも忠義が幸せで居てもらえるように

努力をしたいと思います。

１番大切なのはやっぱりﾏﾅｰ守って応援していくことだと



思うし、忠義が不愉快に思うようなことはしたくないです。

そう思ってくれる人が１人でも増えたらいいなって思います。

そして忠義がまたｽﾃｷなお仕事が出来たらいいなって。

ひとつひとつ大切なお仕事を乗り越えていって

ｴｲﾄに戻った時にそれが何か力のひとつに

なってることが大切ですよね。

頑張れ。忠義。

頑張れ。あたし。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2008.01.22 Tue 誰かを一生懸命愛す。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

なんかやっぱり喉が痛い

大倉担まひるですけどもー。

風邪をひくのか???
やっぱり風邪をひいちゃうのか???
今日喉飴買ってくれば良かったぁー!!!![:悲しい:]
明日、飴ﾁｬﾝ買ってこよ。

今日、珍しく午前中から起きてたんだけど

あまりの眠さに耐えられず結局お昼寝[:眠たい:]
で、午後から[:病院:]だったから１３時過ぎに起きて
[:病院:]行ってきました。
帰りに忘れていたｦﾀ誌を買ってさっきﾁｮﾛっと見ました[:ハート:]
ﾔｯﾌﾞｧｰｲ!!!!
ﾃﾞｭｴｯﾄのヨコがめっちゃｶｯｺｲｲ[:ハート:]
なんか髪型も髪の色もﾋﾞｽﾞもここ最近じゃ

１番いいかも[:ときめき:]
「ほな、いこか！」の時の忠義のむっちゃ幸せそうな笑顔が

ﾏｰｼﾞﾔﾊﾞｲ[:てれちゃう:]
なんか微笑んでる顔も大好きだけど

大口開けて顔くしゃくしゃってさせて笑ってる顔が

１番好き[:ハート:]
あたしも忠義の目にそう映ってたらいいな。

ﾗｲﾌﾞ会場の何万人の中の１人でしかないけど

忠義にその笑顔が伝わってたらいいなって思います。

まぁ、あたしは女の子なんであんまり大口開けてって

わけにはいかないですけどねぇ。(笑

そうそう今日、東方神起のｱﾙﾊﾞﾑ、ﾌﾗｹﾞ日なんですよー[:ハート:]
まぁ、銭ｺなくて買ってないんですけど[:パー:][:悲しい:]
だって３種類ぐらい出てて１番高いやつが２CD２DVDで



確か７０００円ぐらいすんの。

まぁ、お金に余裕が出てきた頃、通常盤を買いますよ[:パー:]
あたしが好きになった頃はまだ余裕で初回盤とか買えたのになぁ。

人気出たよなぁ。

ﾊﾁｸﾛ見てました。

なんか段々面白い展開になってきましたね。

あたし、真山が好きだなぁ[:ハート:]
ﾋﾞｽﾞとかじゃなくてｷｬﾗ。

なんかあーゆう一途な想いがｽﾃｷだなぁと思って。

誰かを一生懸命好きでいるってｽﾃｷだよね。

なんか真山を想うあゆみの気持ちがすっごいわかるから

あゆみも応援したい。

でも真山も応援したい。

あたしはどうしたらいいんでしょう。(笑
まぁ、今日は竹本の空回りで終わったんですけど[:悲しい:]
竹本ぉー[:悲しい:]

もう今日は早く寝ます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:てれちゃう:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.24 Thu ﾏﾅｰの守れる男こそﾎﾝﾄのいい男。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

相変わらず元気なまひるです[:チョキ:]
風邪もひきそうにないですしね。(笑
良かった。良かった。

やっぱ人間気合いですかねぇ。(笑
忠義も言ってたけどやっぱ人間油断をすると

風邪引くんですよね。

なのであたしはSHOCKと８１８が終わるまで気合い
入れて生活したいと思います[:グー:]
そうこうしてるうちに春ですよね[:桜:]
ﾎﾝﾄ１年なんてあっという間なんだなぁって思います。

今年はSHOCKに始まりどんな忠義が見れるんでしょう。
そしてどんなｴｲﾄが見れるんでしょう。

あたしは非常に楽しみです[:ハート:]
なんか松原もすごく面白いみたいで。

今回毎回違う内容をやってるので

他言しないでくださいとすばヒナからお願いが

あったというのでﾚﾎﾟは特に探してないんですけど

観に行った方達、ﾎﾝﾄに楽しかったようなので

なんかこっちもほっこりします[:ハート:]
次にも未定があったとしたら必ず行きたいし。

まぁ、[:チケット:]が取れるか問題なんですが[:パー:]

なんか今、２時過ぎなんですが眠いです[:眠たい:]
最近あんまり朝まで起きてることがなくて

遅くとも３時ぐらいには寝てます。

[:病院:]で睡眠薬の量を減らして飲んでみては???
って言われたんだけどそれだと全く眠れないんですよね。

今の量でやっと最近眠れるようになったので。



あたし「斉藤さん」見るとｽｶっとします。

で、真野さんが可愛らしいです[:ハート:]
なんか子供みたいで。（笑

でもﾎﾝﾄ斉藤さんや真野さんみたいな人って必要なんだなぁって

思います。

あたしはもっそいﾁｷﾝなので

[:家:]から某ｺﾝﾋﾞﾆまでの道のりｺﾞﾐを拾って歩くこと
ぐらいしか出来ないんですけど[:パー:]
なんかどうして道端にｺﾞﾐを捨てて歩くのかが

不思議でたまらない。

あたし生まれてこの方

ｺﾞﾐのポイ捨てってしたことないんですよ。

だからﾀﾊﾞｺのポイ捨てとかｺﾞﾐのポイ捨てとか

する人が信じられない。

あたしもし好きになった人がそんな人だったら

一気に恋心も冷めてしまうと思うもん。

だから忠義にも人としてのﾏﾅｰは守れる男であって欲しいなって

思うもん。

あ。そうそう最近ｶｯｺｲｲなって人が登場しました。

新しく仮面ﾗｲﾀﾞｰが始まるんですけど

その主役の人です[:ハート:]
めっちゃｶｯｺｲｲです[:ハート:]
瀬戸くんっていうんですけどめっちゃｶｯｺｲｲです。

そして最近注目度の高いD-BOYSのﾒﾝﾊﾞｰです[:ハート:]
仮面ﾗｲﾀﾞｰ録画しようかなぁ。（笑

ﾏｼﾞ最近D-BOYSの傾向と対策が読めてきました。

短いけど寝ます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.24 Thu SHOCKについて。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

携帯更新ですみません。

昨日のSHOCKのｱｸｼﾃﾞﾝﾄは昨日知ったんですけど
今日忠義からのﾚﾝｼﾞｬｰにもあったので

書かせてもらいますね。

やっぱり舞台って生きものだと思うし、

いつ何が起こるかわからないものだとわかっていても

ﾄﾗﾌﾞﾙは避けたいと思う。

ｶﾝﾊﾟﾆｰのみんなで頑張って作りあげてるものだし、

その時間しか見れないお客さんだって

たくさんいる。

やっぱり悲しい思いを一人でも出してしまうことは

避けたいものである。

あたしだって今回仕事休み取っていくわけで

次に振り替えられても

たぶん行けないと思う。

だから振り替え公演に少しでもたくさんの人が

観劇できるといいなって思う。

ﾎﾝﾄにみんながみんな悔しかったと思う。

これから楽日まで何事もなくみんなが笑顔で迎えられますように。



2008.01.25 Fri １日中眠いあたし。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

先ほどは眠さのあまりにﾍﾞｯﾄﾞの中から

[:携帯:]更新失礼しました[:悲しい:]
途中から眠くなくなりﾚｺﾒﾝを聴いてました。

やっぱりヨコヒナ面白いなぁ[:てれちゃう:]
ますます未定が観に行きたくなりました。

仕事休めたらよかったのに。

まぁ、最初SHOCKの予定がなかったので
１月２５日に松原、２月１５日に８１８の予定だったんですよ。

そこにSHOCKの予定が入ってきたのでどれか諦めなきゃならなくなって
諦めたのが松原だったわけです[:悲しい:]
ﾎﾝﾄなら今日朝起きたら松原だったわけで[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
あぁ。もしかして今年最大の悔いかもしれない。

あ。今日、うたばん、ﾏｯﾁさん見たんですよ[:ハート:]
めちゃｶｯｺｲｲ[:ハート:]
あたしﾏｯﾁさんと亀ﾁｬﾝがﾀﾞﾌﾞって見えるんですけど

目がおかしいですか???
ﾏｯﾁさんの若い頃の声とか似てません???
たぶんﾏｯﾁさん好きな人は亀ﾁｬﾝも好きだと思います。

(↑あたしの勝手な予測[:パー:]
でも今日１番笑ったのは藤家くんの「うぇー」でしたけど。

藤家くんかわゆす[:ハート:]
録画すれば良かった[:悲しい:]
ちなみにあたしはﾖﾃﾞｨが大好きです。

(↑やっかしﾄﾞﾗﾏｰなあてくし[:パー:]
FIVEだといろいろ違うんですよ。(笑
牧野くんのﾄﾞﾗﾑﾃｸもﾊﾝﾊﾟないけど

中江川くんのﾄｰｸも好きだし、上里くん男前だし

石垣くんもｶｯｺｲｲし[:ハート:]



あぁ。でもやっぱり総合すると牧野くんだなぁ。

結局ﾄﾞﾗﾏｰ好きということになる。

FIVEのﾗｲﾌﾞ行きたいなぁ。
今日、Q歌やばかったよね[:悲しい:]
うぇー。

激しく眠いので寝ます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.25 Fri ﾓﾊﾞｲﾙ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今更ながら一昨日ぐらいに

東方神起のﾓﾊﾞｲﾙに入会して暇があれば[:携帯:]ｶﾞﾝ見です[:びっくり:]
だって今、ｱﾙﾊﾞﾑのｷｬﾝﾍﾟｰﾝで３組に別れて地方に

行っていてそれがﾓﾊﾞｲﾙにしょこたんのﾌﾞﾛｸﾞばりに

載るんだもん[:ハート:]
ちなみに北海道・福岡ﾁｰﾑがﾕﾁｮﾝとﾁｬﾝﾐﾝ。

通称飛行機ﾁｰﾑ。

ﾁｰﾑ新幹線は大阪・名古屋ﾁｰﾑのﾕﾉﾕﾉとｼﾞｪｼﾞｭﾝ。

ﾁｰﾑ一人ぼっちが東京のｼﾞｭﾝｽです[:悲しい:]
あたし的にはﾕﾉﾕﾉとｼﾞｪｼﾞｭﾝﾁｰﾑ押し。

だってこの２人めたくたｶｯｺｲｲんだもん。

でもやっぱり５人揃ってるのが１番好きだけど[:ハート:]
とまだｱﾙﾊﾞﾑも買ってないのにほざくﾎﾞｸﾁﾝ。

で、ヒナﾁｬﾝと誕生日一緒なんだけど

ｼﾞｪｼﾞｭﾝが明日で２２歳になるのです。

ﾓﾊﾞｲﾙでお祝いｺﾒﾝﾄ募集してたから早速ﾒｰｳ[:揺れるハート:]
ちなみに今のあたしの[:携帯:]の待受けは東方神起[:ハート:]

↑上の左からｼﾞｭﾝｽ、ﾁｬﾝﾐﾝ、ｼﾞｪｼﾞｭﾝ

下の左からﾕﾁｮﾝ、ﾕﾉ



と頭からﾄﾝﾊﾞﾝ話で申し訳ないです[:悲しい:]
つーか毎回やるんですが

あたしお風呂で顔を洗う時必ず

鼻で吸ってしまうんですよ。

で、泡が鼻の中に入ってきて痛いんです[:悲しい:]
あたしは学習能力のないｱﾌｫか???
絶対あたしの顔の洗い方がおかしいんですよね???
ちなみに顔を洗い流す瞬間じゃないです。

顔を洗ってる最中です。

洗顔ﾌｫｰﾑの泡立ちの良さも半端じゃないです。

鼻で呼吸してるからシャボン玉が出来るぐらいです[:パー:]
あたしは洗顔ﾌｫｰﾑのあわ立ちのよさが原因ではないかと

思ってるんですけど。(笑
それともあたしの鼻息が荒いですか???[:パー:]

じゃ、またﾓﾊﾞｲﾙ見ます[:ハート:]
JUGEMテーマ：音楽

http://jugem.jp/theme/c74/10/


2008.01.26 Sat ２６ｔｈ!!!!

HAPPY BIRTHDAY
SHINGO MURAKAMI
26th!!!!

ヒナﾁｬﾝ、２６歳おめでとう!!!!
今年は舞台で誕生日を迎えることに

なりましたね。

きっとたくさんの人にお祝いして

もらったんだろうなぁ。

ヒナﾁｬﾝってあたしと２ｺしか年が違わないけど

でもすごく大人でいつもすごいなぁって

尊敬しています。

いつも一生懸命なヒナﾁｬﾝがあたしは大好きです。

すごく勉強熱心で

いつも頑張ってるヒナﾁｬﾝがｽﾃｷだなぁって思います。

暖かくてｵｶﾝみたいなヒナﾁｬﾝ。

すごく人当たりがよくて誰にも愛されるヒナﾁｬﾝ。

たくさんの幸せがヒナﾁｬﾝの元に舞い降りますように。

2∞8.1.26
福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘmｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.26 Sat 頑張れ、忠義’S　ﾏﾏﾝ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

( ノﾟДﾟ)ﾖｯ!
お疲れでし[:パー:]
もう腰が痛くてｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞです[:悲しい:]
[:パソコン:]の前に座ってるのもしんどいです[:悲しい:]

あ。さっきﾚﾝｼﾞｬｰの忠義の部分読みました。

忠義のﾏﾏﾝが手術だったらしくて。

簡単な手術だったみたいでほっとしたんだけど

でも忠義は今日はﾎﾝﾄ心配で仕方がなかったんだろうなって

思った。

そうだよね。

忠義の仕事って身内の大切な時間でも

会いに行けなかったりするんだよね。

なんか忠義の気持ちを考えるとあたしも不安に思う。

なんかきっと忠義は何かしなければ落ち着かなかったんだろうなって

思った。

不安だよね。

心配だよね。

１日も早い退院お祈り申し上げます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.27 Sun 誰のために、何のために???

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんか忠義のﾏﾏﾝが心配ですね[:悲しい:]
１日も早く元気になって欲しいなって思います。

あたしもﾏﾏﾝが検査入院した時があって

すごく不安だったから。

きっと忠義も今日１日不安だったと思うし。

やっぱり家族の誰１人でも何かあると

不安に思うよね。

誰のために、何のために生きてるか???
やっぱり自分のためにじゃないかなぁ。

でも自分を必要としてくれる人のためにでもあるよね。

何のために。

うーん。その答えはまだまだ模索中だけど

でも今言えるとしたら周りの人を幸せにするためかなぁ。

与えてもらった命だからやっぱり誰かを

幸せにするために使いたいと思う。

それが自分の幸せにも繋がるし。

きっと忠義も答えは出てるんだと思う。

でもあえて聞いてみたみたいな。

そんな気がする。

もう足腰ﾊﾟﾝﾊﾟﾝだよ[:悲しい:]
ちょっとしんどくて栄養ﾄﾞﾘﾝｸを飲んでみた。(笑
で、ちょっとﾍﾞｯﾄﾞに横になったら

少しﾗｸになった。

なんか最近ｺﾞﾛｺﾞﾛしてばっかだから

ちょっと仕事に出るとしんどいよ。(笑
最近[:家:]にいる時、９割ﾍﾞｯﾄﾞの中だもん。(笑
どんだけ〜???



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.27 Sun 後悔などしたくないから。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日ﾃﾝﾌﾟﾚ変えたのに

気に入らなくてまた作りました。

これもすぐ飽きるんだろうな[:悲しい:]
しかも昨日寝たの５時ぐらいだったんだけど

ちゃっかり朝８時には起きてるし[:パー:]
絶対仕事の途中で眠いﾓｰﾄﾞ炸裂してくるよなぁ[:悲しい:]
なんかあたしとりあえず仕事が日曜日まで終ると

ほっとするの。

あぁ。あと１日行けばお休みなのね[:ハート:]って。（笑
でもみんなそんなもんだよね???

そうそう、今日からお肌ﾌﾟﾙﾌﾟﾙ計画なんですけど[:パー:][:てれちゃう:]
来週の土曜日に忠義に会えるから[:ハート:]
まぁ、２階席なのでそんな心配もいらないかとは思われますが

あたしの気持ちの問題です[:チョキ:]

話変わるんだけど[:携帯:]を買い換えようと思うのですが
どれにしよう。

今はﾄﾞｺﾓを使ってるんだけど

auのﾋﾟﾝｸのやつも可愛いし、
あとｳｨﾙｺﾑを解約すべきかどうか。

実際ｦﾀｺﾑそんなに使ってないんだよね[:悲しい:]
まぁ、あたしんちがﾎｰﾑｱﾝﾃﾅが必要なぐらい

(・∀・)ﾃﾞﾑﾊﾟ!!が悪いからなだけなんだけどね。
とりあえずお休みの日に携帯SHOP周ります[:ぴかぴか:]
もうこうなると安さと機能が勝負よね???

あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。



今日仕事頑張れるかなぁ[:悲しい:]
なんかすでに行く気ｾﾞﾛなんですけど[:パー:]
ってそんなこと忠義が頑張ってる中で言っちゃいけないなって

思いました。

まぁ、あたしだって行く気ｾﾞﾛとか言ってて行けば

ﾊﾞﾘﾊﾞﾘ頑張ってるんですけどねぇ。(笑
なんとなく気が重いんだよね。

忠義のお母ちゃんのことも心配だし、

（↑あたしが休んだとこで何も変わらない[:パー:]
でも男ばっかりだから何かと女子の手も

必要かなぁとか。(笑
こうゆう時こそ、忠義、お嫁ﾁｬﾝをもらうんだ!!!!
まひるたそはいつでも準備[:OK:]ですからぁー[:パー:]
（↑逝け[:パー:]

じゃ、仕事行ってきます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄ

くださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


JUGEMテーマ：ジャニーズ



2008.01.27 Sun 大倉忠義さん連載ｷﾎﾞﾝﾇ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

本日３回目の登場ﾀﾞｽｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾔｯﾎｰｲ。

ぃょ━━━━━(=゜ω゜)人(゜ω゜=)━━━━━ぅ
忠義のお母ちゃんの手術が無事に終わったようで

嬉しいです[:ハート:]
忠義良かったね[:チョキ:]
もうお昼の休憩の時にWebで見て
ｳｷｳｷ

別にﾚﾝｼﾞｬｰに書いてくれてもいいし、

でも忠義個人の連載もあるともっと嬉しい[:ハート:]
だって週１じゃなくてﾘｱﾙな大倉忠義がいつでも

知れるから。

なので(-∧-；)ﾅﾓﾅﾓ。
ただﾁｬﾝ、よろしく[:グッド:]
早速Webにただﾁｬﾝの連載ｷﾎﾞﾝﾇしよ[:ハート:]
もっともっと大倉忠義が身近な存在になるって

ことよね???
ｳﾊ[:ラブラブ:]
また鼻血止まらなくなっちゃうよー[:ときめき:]
最近鼻血出なくなったのに。

ｳﾊｳﾊ[:ラブラブ:]
ただﾁｬﾝ、ﾎﾝﾄに良かったね[:ハート:]
あたしはありのままの大倉忠義を見続けていたいから

だから弱い部分、家族のこと忠義が話してくれることが

すごく嬉しい。

ﾉｵｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰﾝ!!!!!!!



おしゃれｲｽﾞﾑ、今日岡田っちじゃんよー!!!!!
録画したかったー!!!![:悲しい:]
まぁ、ﾘｱで見れてるんですけど[:パー:](笑
面白い。岡田っち面白い。（笑

つーかかっけーな[:ハート:]
なんか顔をﾏｼﾞﾏｼﾞと見てしまった[:ハート:]
なんか女子に軽い岡田准一って似あわねー!!!![:てれちゃう:]
でもぶっさんｷｬﾗでいったらいいじゃない。(笑
あ。ｷｬｯﾂ見たくなってきた[:てれちゃう:]
もうﾏｼﾞ岡田きゅんｽﾃﾁ[:ハート:]

つーか今日仕事してたら爪がもっそい割れた[:悲しい:]
深爪もいいとこ。

来週までにﾈｲﾙ塗れるかなぁ。

ﾊﾟｯｸも念入りにして２日のSHOCKに挑みたいと
思います[:ハート:]
[:雪:]が降らないことを祈ります。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.28 Mon 後悔したくない。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

迷惑ﾒｰﾙが最近増えたので

ﾒｱﾄﾞを載せるのやめてﾒｰﾙﾌｫｰﾑにしました。

右側にあるのでお気軽にﾒｰﾙください。

ﾒｱﾄﾞは変わってないので

ﾒｱﾄﾞをご存知の方は今まで通り[:パソコン:]にﾒｰﾙください。

＊お願い＊

２月１６日以降にSHOCKに行かれる方で
２月１６日以降に発売される

大倉忠義くんの写ってる写真を代行して

くださる方を探しています。

いいよーって方がいらっしゃったら

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑから[:メール:]ください。
図々しいお願いだとは重々承知の上での

お願いです。

協力よろしくお願いします。

お目汚しかとは思いますがしばらくUPさせて
いただきます[:たらーっ:]

ﾑﾌﾌー[:てれちゃう:]
明日、HEY3に東方神起が出るんだぁ[:ハート:]
なんかすっかり売れっ子だよなぁ。

今月発売になったｼﾝｸﾞﾙもﾃﾞｲﾘｰﾁｬｰﾄ１位だったし、

ｱﾙﾊﾞﾑも２位だったし。（１位はZARD
最近ﾁｬﾝﾐﾝ熱が上昇中なんだよなぁ。

でもやっぱりｼﾞｪｼﾞｭﾝとﾕﾉﾕﾉは不動だな[:ハート:]
お時間ある方はぜひ見てねー[:ハート:]



あたし最近愛に飢えてるみたいなんで

SHOCKで愛を満たしてこようと思ってます。
なんかだって夢が歴代の元彼の夢とか

見ちゃってるんだよ。

重症でしょ???
なんかあたしの恋愛ってどうしてもっとこうして

おかなかったんだろうってﾊﾟﾀｰﾝが多くて

いつも後悔してばかり。

満足のいった恋愛なんてしてないんだよね[:悲しい:]
なんかかっこつけてばっかりで

がむしゃらに追いかけなかったんだろうとか

もっとちゃんと話しておけばよかったとか

そんなんばっかり。

まぁ、きっと満足のいった時が

結婚する時なのかもしれないけど。(笑
だから忠義を手に入れることは出来ないけど

でもがむしゃらに手を伸ばしてみたいんだよね。

届くことのない手かもしれない。

でもそれでも後悔のないよう、

思いっきり好きで居たい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.28 Mon 実感ないんですけど。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

うーわ。眠い。

今日は５分ぐらいしか「薔薇のない花屋」が

見れなかったよー[:悲しい:]
なんか特に録画もしてなかったし。

えぇぇぇぇぇぇえー!!!!!
もう最初から見れてないから

見れないなら後で見ればいいや感覚。(笑
DVDになってから見ますよ。
でも明日ﾃﾚﾌｫﾝｼｮｯｷﾝｸﾞに

東方神起が出るから起きて見なくちゃ[:ハート:]
もう録画体制ﾊﾞｯﾁﾘです

そうそう、せっかくDVDﾚｺｰﾀﾞｰを買ったのに
あたしの部屋の[:テレビジョン:]もっそい映り悪いんだよね[:悲しい:]
[:テレビジョン:]を見る分には気にならないけど
DVDに残すとなると最悪ですわ[:悲しい:]

なんか今日帰ってきたら[:家:]の会社のあたし用の
郵便物入れにﾏﾏﾝの字で「福原まひる」って書いた

封筒が入っててあたしはﾊﾞﾋﾞったよ[:びっくり:]
なんかまたお説教の手紙でも入ってるのかと

思ったの。

あまりにもあらたまってるから。

そしたら[:電話:]代の振込み用紙が入ってて
拍子抜けした。(笑
もうー。ﾎﾝﾄ勘弁してよー。

もうﾎﾝﾄ部屋に帰って中身見るまでの１分ぐらいが

心臓ﾊﾞｸﾊﾞｸで。(笑
あたし何かしたっけ???ってずっと考えてた。(笑
（↑もっそいﾁｷﾝ[:パー:]



そうそう、最近罠にﾊﾏﾘまして

[:携帯:]に迷惑ﾒｰﾙがくるようになったので
ﾒｱﾄﾞ変えなくちゃならないんだけど

８１８の[:チケット:]の宅配も届くし、
ｼﾞｪｼﾞｭﾝの誕生日おめでとうﾒｰﾙを送ったら

返事が届くらしいので

それもあってﾒｱﾄﾞが変えられない。

ﾎﾝﾄ毎日毎日迷惑ﾒｰﾙがｳｻﾞｽなのよ[:パー:]
まぁ、[:パソコン:]もそうなんだけど[:悲しい:]
ﾁﾈばいい!!!![:パー:]
しかも最近じゃいろいろ[:携帯:]で登録してるから
どこにﾒｱﾄﾞを変えたお知らせすればいいのか

把握できてないのよ[:パー:]
空（＠章大）とﾍﾟｱのﾒｱﾄﾞだから変えたくないんだけどねぇ。

ﾁﾈばいい!!!![:パー:]

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

８１８の[:チケット:]がﾄﾞｷﾄﾞｷなんですけど[:パー:][:ラブ:]
見やすい席だったらいいなぁ。

まぁ、贅沢なんて言えないよなぁ。

行けるだけﾗｯｷｰなんだもん[:てれちゃう:]
すっごい楽しみ[:ハート:]
空と会うのも久々だし、

章大がどんなこと魅せてくれるのかとか

すっごい楽しみ。

なんか寒空の下ﾛｹとかしてるみたいだけど。

気になる。気になるぅ〜。（笑

SHOCKとかもすっごい評判いいし、
なんか久々にﾄﾞｷﾄﾞｷする[:ラブ:]
なんせ山梨公演以来の忠義だし。

しかもSHOCKだしみたいな。（笑
明日、DVDの山からSHOCKのDVD探して見なくちゃ[:てれちゃう:]
ただﾁｬﾝ待っててね〜[:ハート:]



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.01.29 Tue 大倉忠義さんを前にして思うこと。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

何気もう３時半まわってます。

でも眠れないんです[:悲しい:]
眠いとかほざいてたくせに[:パー:]
完全夜型人間ですよね[:悲しい:]

なんかそういえばここ１週間ぐらい忠義の顔を

まともに見ていません[:悲しい:]
先週のむちゃ∞ﾌﾞﾘも見ていながら見ていなかったも
同然ですし[:悲しい:]
写真も雑誌も読んでないし。

あたしってどうしてこうも極端なんでしょ???
見る時は３分置きぐらいにｶﾞﾝ見[:びっくり:]するくせに
見ないとなると全く見ないんだよなぁ。

一応[:パソコン:]の壁紙が忠義なので
見てるっちゃー見てるんですけど[:パー:]
なんかｴｲﾄ三昧な日々を送ってるのが楽しいって

わかってるんですけど

どうも仕事ﾓｰﾄﾞに入るとなかなかｴｲﾄ三昧って

わけにもいかなくて[:悲しい:]
そう。今日なんて職場であたしより上の人がいなくて

あたしが責任者だったんですよ[:汗:]
だから責任重大で後輩に仕事分担して

なんとか今日は乗り越えました。

ﾏｼﾞﾄﾞｷﾄﾞｷでした[:たらーっ:]

あ。今日の嵐の宿題くんの

８年前の松潤の「彼女に何て呼ばれたいか???」の雑誌の
取材にな、なんと「じゅんのすけ」って答えてた

松本さん[:てれちゃう:]



あのまつもっさんがですよ[:パー:]
８年前って言ったら田口淳之介さんも事務所に

入ってましたよね???
かぶってるやんけ!!!!!
ちなみに今だったら「じゅん」って。

やっぱり!!!!
そのじゅんのすけ発言に対してまつもっさんは

全く覚えてないらしく「その時の俺はどうかしてた」って

言ってました。

もうその暴露話をされてる時のまつもっさんの

恥ずかしそうな顔がなんとも言えません[:パー:]
ﾏｼﾞ爆笑しました。

菊池桃子さんの娘さんはニノが髪が短い方がいいらしく

髪が長い今は１番は櫻井さんらしいです。(笑
髪を切ったら１番にしてくれるそうです。(笑
二宮さん、髪を切りましょう!!!![:パー:]（笑
あたしはニノの今の髪型嫌いじゃないけどね[:パー:]

なんか今全然SHOCKの準備とかしてなくて
珍しく高速ﾊﾞｽで行こうかなぁって思ってるんだけど

まだ切符も買ってないし[:悲しい:]
土曜日だから切符は買っておいた方が

いいのかなぁ。

あたしここしばらく土日に東京行ってないから

道の混み具合とかもわからないし

やっぱり無難に電車かな???

NEWSのｼﾝｸﾞﾙもまだ予約してないし、
やることいっぱいあるんだよねぇ[:悲しい:]
そうそう、NEWSと言えばｶﾚﾝﾀﾞｰまだ予約してないんです[:悲しい:]
まだ悩んでいて歌姫のDVD-BOXが３月発売だから
あんまり[:お金:]なくてｶﾚﾝﾀﾞｰまで手がまわるかどうか。
あたし最近ﾎﾝﾄ毎日がﾋｰﾋｰ生活ですよ[:パー:]
ﾘｯﾁﾏﾝになりてぇー!!!!
なんかｴｲﾄｺﾝもいつあるかわからないし、



いつでも万全のｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝでいないとﾀﾞﾒですよね。

あぁ。３月とか４月にｼﾝｸﾞﾙとか出ないかなぁ。

そこで内博貴復活とかだったらめちゃくちゃ嬉しいのに。

でもとりあえず今はﾄﾞﾗﾏで最高のお芝居をして

周りに認めてもらうことが大切ですよね。

今、ﾛｹとかで寒い中大変かもしれないけど

風邪をひかないように頑張ってね[:ぴかぴか:]

今から今日のHEY3見ます[:ハート:]
今日は東方神起がｹﾞｽﾄ[:ぴかぴか:]
楽しみです[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方でもお気軽にｺﾒﾝﾄ残してくださると

嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも残していただけると励みになります[:てれちゃう:]
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2008.01.30 Wed 今日もお仕事頑張ってまふ。

こんにちﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

只今、休憩中に[:携帯:]からﾎﾟﾁﾎﾟﾁと
やっております。

なんか昨日なんて２２時に寝ちゃったからね。

ﾎﾞﾝﾋﾞｰﾒﾝも見てなければむちゃ∞ﾌﾞﾘも
もちろん見ていません。

なんてこった。

(゜ε゜ )ちっ 
もう最近休みの日に起きてるのが限界。

なんでだろね。

仕事の日は結構遅くまで起きてるのに。

疲れてるのかしら???

あ。さっきｼﾞｬﾆWeb見たら忠義の短期連載決定したって
書いてあった[:ハート:]
ﾀｲﾄﾙ募集してたんだけどどうしよう。

あたし自分のこととなると結構考えられるんだけど

（↑ﾌﾞﾛｸﾞﾀｲﾄﾙとか

人のこととなるとてんでﾀﾞﾒで。（笑

ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

まぁ、選ばれることもないだろうけど

送りましょう。（笑

なんか連載やって欲しいですって要望はもちろん

出したんですけどいざ連載始まるとなると

ﾄﾞｷﾄﾞｷもんだね[:ラブ:]
（↑何ﾔﾂ。

あぁ。そうそう、今日、無駄に早起きしたから

（↑６時起き

昨日のいいともを見たのよ[:パー:]



もうﾔｯｳﾞｧｰｲ。

ｼﾞｪｼﾞｭﾝとﾕﾉﾕﾉ（ﾕﾝﾎ）が激しくｶｯｺｲｲの[:ハート:]
死ぬかと思った。

しかも更に日本語うまくなってる。

前は時々意味がわからないこととかあったんだけど

今は１００％わかるもん。

そんなわけでみぃさん、あたしはｼﾞｪｼﾞｭﾝとﾕﾝﾎが好きです[:ハート:]＞＞私信
なんか韓国のｱｰﾃｨｽﾄが日本で１位を取るって

すごいことだなぁって改めて

東方神起のすごさを感じました。

ﾌｧﾝで良かったです!!!!![:ハート:]

あ。じゃ、休憩終わるんで

また夜にでも。

ほなおつー。

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2008.01.30 Wed ふざけているのかﾏｼﾞなのか悩むところだ。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾒﾛﾒﾛのたっくん。に毛が生えました。

なんかｱｿｺの毛みたいでｼｮｯｸなんですけどぉー!!!![:悲しい:]
なんかﾎﾝﾄたっくん。はいつも毛関係で

笑わせてもらってます。（笑

やっぱり飼い主が悪いのかたっくん。という名前が悪いのか。

しかも昨日、ﾒﾛﾒﾛだけやったんですけど

育て方が変わってて高いﾊﾟｰﾙを払ってﾒﾛﾝを５つも買ったんですよ。

そしたら「たっくん。は元気がないので食べられません」

みたいなﾒｯｾｰｼﾞが出てちょっとﾌﾟﾁっとｷﾚて

安い豆を買って食べさせたんですよ。

そしたらちょっと元気出てﾒﾛﾝが食べられるように

なったので５つ食べさせたんですけど

全然元気が出ないんですよ。

で、よくよく見たらﾒﾛﾝはﾒﾛ度がｱｯﾌﾟして

豆が元気度がｱｯﾌﾟするんですよ[:パー:]

はぁ???

ってちょっと思ったんですけど１６００ﾊﾟｰﾙぐらい持ってたのに

終わる頃には４０８ﾊﾟｰﾙしかなくて

またちょっとｷﾚそうになって。（笑

はいはい。頑張ってﾌﾞﾛｸﾞ書いてまたﾊﾟｰﾙ増やしますよ。

で、今日になったらこの有様です。

大概にしてください[:パー:]（笑
名前、「ただくら」とかにしちゃうぞ。ｺﾉﾔﾛｰ。

なんかねぇ、今、[:携帯:]の着うたが東方神起の
「Purple Line」とかになってるんだけど



（↑その前が「LAST ANGEL」
さっき着うたの「まもりたい」を久々に聴いたら

号泣ですよ[:パー:][:悲しい:]
ﾏｼﾞ泣けるよ。

ただよっさん[:パー:][:悲しい:]
そんなあてくしは今、ﾇｰｽを聴いてますけど何か???[:パー:]

あたし、今、血が出たぐらい右手の人差し指、深爪してて

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ打つ手も痛いぐらいなんですが

なぜか[:パソコン:]業務に抜かりはありません[:パー:]
とても土曜日までにﾏﾆｷｭｱが塗れる程爪が伸びるとも

思えません[:パー:]
ｵｲｵｲ、ﾏﾆｷｭｱ無しかよーって声も聞こえますけど何か???[:パー:]
[:GO!:][:GO!:][:GO!:][:GO!:][:GO!:]
だってしょうがないじゃない。

爪がほとんどないんですもん[:パー:][:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
あたしだって爪まで綺麗綺麗にしてただﾁｬﾝに会いたいさ。

でもお爪がないんですもん[:パー:][:パー:][:パー:]
（↑大げさ[:パー:]

で、ﾋｰﾀｰの灯油を入れに家の会社に行ったら

ほとんどﾀﾝｸに入ってなくて

ｵｰﾉｰ!!!!
と思ってたらまひるたそいいことを思いつきました。

そうです。

会社のﾋｰﾀｰのﾀﾝｸから灯油を盗みました[:パー:]
だってだって今夜まひるたそのお部屋にただﾁｬﾝが来たら

どうするの???
ただﾁｬﾝが凍死しちゃうじゃん。

（↑その前にお前が逝け[:パー:]
盗人猛々しいとはこのことである。

（↑これが言いたかっただけ。

実際問題ただﾁｬﾝが部屋に来たら???
２人で裸族になればいいじゃない[:パー:]



（↑やっかし逝け[:パー:]

つーかﾏｼﾞ人差し指がいてぇよ[:パー:][:悲しい:]
どんだけ〜!!!![:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

P.S.
部屋がﾋｰﾀｰつける程寒くなかった。

ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。
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2008.01.31 Thu 今日はもう寝ます。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、ほぼ１日爆睡してました。

もう眠くて眠くて１８時過ぎまで爆睡。

そしてすでにもう眠いです[:眠たい:]
なのでこれ書き終わったら寝ようと思ってます。

ｚｚｚｚｚｚｚｚｚ........。
は!!!!寝てました。（笑

そうそう今日、８１８の[:チケット:]が届いたんですけど
結構前の方でｳﾊｳﾊです[:ラブラブ:]
[:チケット:]もﾋﾟﾝｸで可愛いし。
やっぱ章大ﾃﾞｻﾞｲﾝなのかなぁ???
って空ﾁｬﾑ（＠章大）と話してました。

まぁ、まぁ、SHOCKが２階席だし
ﾊﾞﾗﾝｽが取れてるっちゃー取れてるんですけど[:パー:]
でも空ﾁｬﾑに少しでも前の方で

見て欲しかったから嬉しかったです[:ハート:]
いつも空ﾁｬﾑにはお世話になりっぱなしだし。

ﾃﾞﾍﾍ[:てれちゃう:]

そう、今日寝てたからSHOCKの準備何もしてないの[:悲しい:]
だってﾎﾝﾄにSHOCKに行けるってゆー実感ないし。
しかも１部だからもっそい時間早いのよね。(笑
今知った。(笑
[:バス:]で行く予定だから朝６時起きぐらいだし。
あたし起きれるのかなぁ。

そっちの方が心配だわ。

だって前日「ﾃﾞｽﾉ」やるから見たいし。

（↑寝ろよ[:パー:]って話でしょ???
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)



もうﾃﾞｽﾉ何回見たんだろ???ってぐらい見てます。
なのにまた見るんだ???
次の日朝早いのに。（笑

あ。そだ。結局東方神起の2CD＋2DVDのｱﾙﾊﾞﾑ注文したのね[:てれちゃう:]
７０００円ですけど何か???[:パー:]
日曜日頃届く予定なので楽しみです[:ハート:]
ちなみに２３日に発売になったやつで「T」ってやつです[:ハート:]
散々悩んで結局買うｦﾀｸ。

ちなみに明後日のMUSIC　FAIRに出るので
お時間ある方はぜひ見てねー[:ハート:]
新曲の「Purple Line」歌うんで[:パー:]
この曲大好き[:ハート:]
たぶんね、東方神起を見始めた人は

最初の頃、ｼﾞｪｼﾞｭﾝぐらいしか顔と名前一致しないと

思うんだよね。

あたしもそうだったから。（笑

あたし、全員の名前と顔が一致するのに３ヶ月かかったもん。(笑
しかも本名に加えてあだ名とかもあるのね。

ｼﾞｪｼﾞｭﾝだったらHEROみたく。
それで余計に混乱して全然覚えられなかったの。

特にｼﾞｭﾝｽとﾕﾁｮﾝの区別がつかなくて

今、思えば「え???」って感じなんだけど
ﾏｼﾞ最初はそうだった。（笑

って今日、東方神起の話しかしてねー!!!![:てれちゃう:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです。
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2008.02.02 Sat 意外と恋に盲目な忠義さん。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

もう最悪だぁ。

髪型が決まらない[:悲しい:]
更に爪がはがれているので化粧もたぶん出来ない。

なのでせっかくの忠義との再会を最悪の

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝで迎えることになりそうです。

明日、会うお友達の方々怪しい人だと思わないで

くださいね[:悲しい:]
もうﾎﾝﾄは明日誰にも会わずにこっそり観て

こっそり帰ろうかと思ってたんですけどね。(笑
ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

なんか早く寝ろよーって感じでしょ???
明日６時起きだし[:パー:]
なんか緊張して眠れない[:悲しい:]
いよいよSHOCKに行けるという実感がわいたみたいで。
生忠義さんに会えるのが７ヶ月ぶりなわけで。

案外あたし頑張ったなって感じです[:てれちゃう:]
写真も４弾まで出たみたいでこの分だと７弾まで

出そうですね。

＊そこでお願い＊

２月１６日以降にSHOCKに行かれる方で
大倉忠義くんの写真を代行してくださる方

探しています。

特にお礼なども出来ませんが

それでもいいよって方がいらっしゃったら

右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑから[:メール:]ください。
よろしくお願いします。



お目汚し失礼いたします。

結局ﾃﾞｽﾉ観たんだよなぁ。

やっぱり面白い[:てれちゃう:]
来週はもっと楽しみなんだよねぇ。

あたしｱﾆﾒ版のﾃﾞｽﾉも録画したはずなんだけど

見つからないんだよなぁ。

友達にﾀﾞﾋﾞ頼もう[:ぴかぴか:]
やっぱりﾃﾞｽﾉのDVDは買うべきだな[:チョキ:]

なんか最近忠義さん大丈夫かなぁ???
って心配が尽きないんですよ。

こんなとこで書くべきではないと思ってますが

あまりいい噂を聞かないので

行動に注意して欲しいなぁって思います。

こんなことを言うのも何なんですが

誰の代役でSHOCKに出てるかってこと考えていただきたい。
どれがﾎﾝﾄでどれがｳｿかなんてわからないけど

実際問題、怪しいなって思う部分も

たくさんあるわけで。

あたしは忠義につまらないことで躓いて

欲しくないからあえてここに書きました。

余計なお世話かもしれないけど。

ってﾎﾝﾄあたしは時には毒も吐くし、

忠義にとって鬱陶しいこともたくさん言うかも

しれない。

でも忠義に謹慎とかになって欲しくないし、

出来るだけ気をつけて欲しいなって思います。

少しでも忠義支えたいし。

あたしなんかが何言ってもﾀﾞﾒだってわかってるけど

少しでも忠義にこの気持ち届いたらいいなって思います。

ﾔﾗｶｼが忠義の写真狙ってるのは確かだし。



忠義に今の生活辞めろとは言えないけど

気をつけて欲しいなぁって。

忠義、自分が思ってるより恋に盲目よね。

なんか不愉快な文章で失礼しました。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]
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2008.02.02 Sat SHOCK行ってきまーす。

おはようー[:おてんき:]
大倉担まひるですけどもー。

今日のSHOCK、１３時の部観に行きます[:ハート:]
一応、朝起きれたらしい。

一応化粧も頑張ってなるべく右手使わないように

やったし。

あぁ。良かった。

ただﾁｬﾝやお友達にｽｯﾋﾟﾝ見せてしまうとこだったよ[:悲しい:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
それでなくても髪型がﾍﾝﾃｺなのにｽｯﾋﾟﾝなんて

ﾔﾊﾞｽでしたよ[:パー:]
どんだけぁゃιぃ人かと思われるかと思ったよ。

でもやっかしﾏﾆｷｭｱは塗りたかったなぁ[:悲しい:]
まぁ、そんなこだわりただﾁｬﾝには全く目にも

映らないんですけど[:パー:]
あたしの気持ちの問題だけです。

今日帰ってくるのたぶん早いんで

そしたらﾚﾎﾟはたぶん書けないので

感想などを書きたいと思います[:ハート:]

でわでわ。行ってきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]
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2008.02.03 Sun SHOCK感想。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いやいや、更新遅くなってすみません[:汗:]
今日は１１時頃に帝劇についてそのまま入場の列に並んで

開場と同時にｸﾞｯｽﾞ売り場へ。

忠義の号泣写真が１番の萌えﾎﾟｲﾝﾂのまひるです[:ハート:]
で、ゆいさん（＠忠義）にお会いしました[:ハート:]
もう会ってびっくりしたことが。

あたしの友達にもゆいって子がいるんですけど

そっくりで。(笑
あたしは一瞬自分の目を疑いました。(笑
ちょっと聞きそうになりましたもん。(笑
ゆいさんはとても可愛らしい方で

お手紙もいただきました[:ぴかぴか:]
ゆいさん、ありがとうー[:ハート:]
今度はお茶でもしましょうね。

もうﾊﾟﾝﾌも死ぬ程忠義さんｶｯｺｲｲの!!!![:ハート:]
ちょっとｾｸｼｰ路線のﾊﾟﾝﾌで

忠義さんも片乳だしてて変態のあてくしは

それだけで鼻血もんです[:ときめき:]
ﾎﾟｽﾀｰはまだ見てないです。

すみません[:汗:]

で、舞台の方はというと忠義がｶﾝﾊﾟﾆｰのｵｰﾅｰってことで

結構ｾﾘﾌも出番も多く頑張っていました。

ｺｳｲﾁのすぐ下の役にﾔﾗとｵｵｸﾗって感じでとりあげて

いただいてましてなんか今までの忠義の集大成＋新たな部分が

加えられていてちょっとみない間にすごく成長したのを

感じました。

ﾀﾞﾝｽもMAと一緒に踊ってて結構ﾊｰﾄﾞな感じで踊ってるんですけど
忠義は苦労したみたく語ってましたけど

でも忠義のﾊﾞｯｸ時代の土台あってこそだと思いました。



すごく魅せるﾀﾞﾝｽを踊っていて体の大きい忠義は

すごく見栄えがして綺麗に踊れてたと思います。

お芝居も自由にやらせていただいていたようで

ｱｯｷｰとはまた違う忠義らしいｵｰﾅｰが演じられてたと思います。

演舞城でもやってた殺陣では長刀もやってましたし。

ｺｳｲﾁを失って打ちひしがれるｵｵｸﾗが見てるだけで

もう涙が出そうで。

いや、結局泣いたんですけど[:パー:]
ｺｳｲﾁの階段落ちが素晴らしくてちょっと感動しました。

SHOW MUST GO ONがﾃｰﾏっていうかｷｰﾜｰﾄﾞなんですけど
これって舞台に立ってる人間じゃなくても

人生においてもそうだなぁって感じました。

舞台は生き物。舞台を続けるために時と場合によって

臨機応変に。

舞台に穴を開けないために。

これって人生論だなぁなんて思いました。

なんか終り方がすっごい悲しくてまひるたそ号泣です[:悲しい:]
もうﾒｲｸなんてﾊｹﾞﾊｹﾞだし、

桜の木の下にｺｳｲﾁが運ばれた時はもう桜の散る悲しさと

ｺｳｲﾁの最後の悲しさで涙が止まらず

あぁ。すっごいこの舞台もっと観たいって思いました。

石川直さんのﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑも観れたし、

やっぱ音が忠義とは違うんだよなぁ。

１秒間に何回叩いてるんだ???
ってぐらい連打の嵐ですっごいかっこよかった[:ハート:]
なんかたぶん叩き方に違いが出てるから

忠義よりも乾いた音がしてました。

さすが忠義の師匠だと思いましたね。

ｺｳｲﾁとの太鼓のｾｯｼｮﾝもかっこよかったし、

ﾊﾟﾝﾌで石川直さんが忠義のﾄﾞﾗﾑﾃｸを褒めてくださってるのが

すごく嬉しくて涙出ました[:悲しい:]
石川さん、ありがとうございます!!!!![:ぴかぴか:]
なんか当たり前かもしれませんが

ﾎﾝﾄにｶﾝﾊﾟﾆｰの踊りにしても芝居にしても

すごく息がﾋﾟｯﾀﾘあっていて素晴らしいｶﾝﾊﾟﾆｰなんだなぁって

思いました。

忠義にとってﾎﾝﾄに１日１日が勉強になってることだと思います。



光一くんにもいじってもらえたりして

とにかく面白かったり、感動したり、

気持ちがほわーっとなりました。

それで終ってからさちさん（＠忠義）と新宿で合流して

お茶しました[:ハート:]
もうさちさんもすごく可愛らしくて純粋な方で

なんかあたしなんかでいいんですか???
って思ってました。(笑
ゆいさんもさちさんもすごく忠義のことが好きなんだなぁって

感じました。

あたし、純粋に忠義のこととか自担のこと好きな人

大好きなんですよ[:ハート:]
なんか応援したくなっちゃう。（笑

あたしは忠義、ｴｲﾄを通してたくさんの大切なお友達が

出来てﾎﾝﾄに幸せだなぁって思った１日でした。

ありがとう、みんな。

ありがとう、忠義。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.04 Mon あなたしかいない。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

１回書いたらﾌﾘｰｽﾞしたので

ちょっとやる気の失せたまひるです[:悲しい:]

なんか今日ﾎﾝﾄ抜け殻で。

仕事休みだったんですけど

１日中ぽけーっとしてました。

昨日の忠義の姿がｽﾗｲﾄﾞ式に目に浮かぶんですよね。

そんなあたしは病気ですか???[:パー:]
やっと通常ﾓｰﾄﾞになったので

ﾌﾞﾛｸﾞ更新しています。

なんかｴｲﾄﾒﾝがｴｲﾄ以外の場所で仕事をするって

ﾎﾝﾄにありがたいことなんだなぁって思いました。

あたしは大歓迎です[:ぴかぴか:]
またそうして経験したものをそれぞれｴｲﾄに持ち帰って

他ﾒﾝに良い影響を与えてくれたらいいなぁって思うし。

今回こうして忠義がSHOCKに出させていただいたことも
すごく有難いことだと思います。

なんかあれほどお芝居が嫌いと言っていた

忠義ですが忠義の負けず嫌いが幸いとし、

今ではすっかり役者さんの顔してますよね。

あたしはそんな忠義を尊敬しています。

さてさて「未定　壱」の東京公演

お疲れ様でした。

後は残すとこ大阪となりました。

毎回違うことをやる。

それだけ２人の引き出しが多いってことだと思います。



あと２人の信頼関係ですよね。

お互いがお互いを信頼できるからこそ

任せられるからこそできることだと思ってます。

観に行くことは出来ませんでしたが

大阪公演も頑張ってください。

昨日、忠義を観てて思ったこと。

あたしは忠義に何があっても忠義の味方でありたいと

思うこと。

どんな忠義でも好きだということ。

例え他に好きな人が居ても

あたしが忠義を好きな気持ちに変わりはない。

そんなの最初からわかってたことだし、

報われない恋だとは百も承知。

それでも忠義を好きという気持ちを

抑えられない。

忠義ってすごく周りに可愛がられてますよね。

そうゆうのってやっぱ忠義の人柄だと思うし、

たくさんの人を魅了する力を持ってる。

素晴らしいことだなって思います。

そんな忠義があたしは大好きだし。

そうそう、東方神起のｱﾙﾊﾞﾑ買いました[:ハート:]
まだCD１枚しか聴いてないんですけど
すごくいいです[:ハート:]
なんか東方神起ってﾊｰﾄﾞな歌も歌って踊るし、

綺麗なﾊｰﾓﾆｰも聴かせてくれる。

そんな幅広い音楽性の東方神起が大好きですね。

なんか昨日、SHOCKでの忠義を観てすごくほっとしました。
楽しく毎日やってるんだなぁって思えたし、

久々に観た忠義はすごく立派でした。

たくさんの想いをありがとう。

大好きです。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.04 Mon 愛情。友情。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

もっそい眠いです[:眠たい:]
帰ってきてからあくびが止まらなくて

ﾌﾞﾛｸﾞが進みません[:悲しい:]
ねむっ!!!![:パー:]

最近ﾏｳｽの調子が悪くて

昨日ﾌﾞﾛｸﾞ書いてたらﾏｳｽがﾌﾘｰｽﾞして

結局再起動してﾏｳｽのｺｰﾄﾞ抜いて

違うﾏｳｽ差し込んだんですけど

やっぱり動かなくて

「何ー???[:上向き:][:上向き:][:上向き:]」

と思って元のﾏｳｽをまた差し込んだらちゃんと動きました。

２〜３日様子みてﾀﾞﾒなら新しいやつ買ってきますわ[:パー:]
あぁ。涙ﾎﾞﾛﾎﾞﾛ。(ﾟνﾟ)ｦﾊﾅﾑｽﾞﾑｽﾞｰ。

なんか時々思う。

ﾎﾝﾄの子供じゃない子供を育てるってどんな気持ちなんだろうって。

昨日、吾郎ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏ見てて

血の繋がらない子供を育ててたことがわかって

やっぱり本当の子供を育てたいって裁判になって。

結局最後は血の繋がりがなくても長年子供として

育ててきたからやっぱり情みたいなのが

感じられて血のつながりじゃないんだって結果に

なった時にほっとした。

あたしもそう思っていてもらえてるかなぁ???って思った。



あたしはﾎﾝﾄの親を知らない。

でも両親って言ったら今の両親しか知らないし、

他の誰も認めたくない。

だからﾎﾝﾄの親を探そうと思ったこともないし、

会いたいと思ったこともない。

それはきっとあたしが幸せだから

そう思うんだと思う。

そんな風に育ててくれた両親、兄弟に感謝している。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにありがとう。

兄弟と分け隔てなく育てられた

あたしは幸せだと思う。

明日、仕事出て欲しいって言われたんだけど

明日[:病院:]で。
だから夕方からなら出られますけどって言ったら

午前中から出て欲しかったみたいで[:たらーっ:]
まぁ、まぁ、それは仕方がなくお断りしました。（笑

ﾎﾝﾄ役立たずですみません[:汗:]
休むだけ休んでﾌｫﾛｰもなくてすみません[:汗:]

そそ。実は少ｸﾗまだ見てないってゆーね[:悲しい:]
仕事休んだくせに見てないの[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
なんか途中で気がついて[:テレビジョン:]つけたのよ[:パー:]
そしたらｼﾞｭﾆｱがﾘｱﾌｪ歌い始めて

あまりにも寒気がしたので[:テレビジョン:]消しました[:悲しい:]（ﾁｰﾝ
別に誰が嫌いとかそんなんじゃないの。

やっぱ曲のｲﾒｰｼﾞとかあるじゃん???
なんかやっぱｾｸｼｰに歌って欲しいわけで。

それをあんな甲高い声で歌われるとΣΣ(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!で。（笑
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
で、また寝ましたけど何か???[:パー:]

あ。明日発売の「non-no」に博貴出ます[:ハート:]



２Pｶﾗｰで[:ハート:]
まひるたそ見たんですけどもっそいｾｸｼｰです[:ハート:]

博貴ｰｰｰｰｰｰ!!!!![:ハート:][:ハート:][:ハート:]

なんか最近いろんな雑誌に博貴のﾄﾞﾗﾏのやつ載ってて

あぁ、ﾎﾝﾄに復帰するんだなぁってすごくすごく嬉しいです[:ハート:]
ちなみにﾜｲﾄﾞｼｮｰは逃しました[:悲しい:]（ﾁｰﾝ
もう前もって言ってくれないとわかんねーよ[:パー:]
ﾊﾞｶﾁﾝがー!!!![:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.05 Tue ★ｺﾒﾚｽ★

お待たせしてます。

１１月１日からのｺﾒﾚｽの続きやります。

ﾎﾝﾄ亀ﾚｽですみません。

ｺﾒﾚｽ

ゆぅさん（＠裕）

SUN★SMILEﾁｬﾝ（＠忠義）
ななﾁｬﾝ（＠雄也）

鈴音さん（＠忠義）

みぃさん

みおり（＠忠義）

るのさん

みずき（＠章大）

海ﾁｬﾝ（＠∞）
ますみさん

まいさん

YOUさん（＠忠義）
akiさん
ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

小春ﾁｬﾝ（＠章大）

ありさ（＠博貴）

はなさん（＠忠義）

音美ﾁｬﾝ（＠忠義）

ゆか（＠忠義）

友さん

結希（＠すばる）

忠佳さん（＠忠義）

すぅさん（＠すばる）

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

名無しさん（＠忠義）

ミオリさん（＠仁）

真優（＠章大）

未樹（＠博貴・亮）



ゆいさん（＠忠義）

arisaﾁｬﾝ（＠忠義）
ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

彩香ﾁｬﾝ

１２月３１日までのｺﾒﾚｽをやりました。

続きは近々やりますので

まだの方はもう少し待っててくださいね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

ゆぅさん（＠裕）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

もっそい亀ﾚｽですみません。

拍手もありがとうございます。

ゆぅさん、ﾎﾑﾍﾟ辞められたんですね。

なんかすごい可愛いﾎﾑﾍﾟであたしは好きでしたよ。

またﾎﾑﾍﾟやる時は教えてくださいね。

ﾏﾒﾁｬﾝが幸せだったと思いたいですね。

なんかゆぅさんのｺﾒﾝﾄで救われた気がします。

ありがとうございます。

SUN★SMILEﾁｬﾝ（＠忠義）
もっそい亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


「ｽﾞｯｺｹ大脱走」すごくいいよね???
あたしは特に「旅の涯には」と「ｴﾈﾙｷﾞｰ」が好きです。

それにｿﾛも聴けて２度美味しいみたいな。

人の気持ちって変わるものだし、

常に担当を作って一途でいなくちゃいけない

なんて決まりはないんだもん。

なんか担当がいないとどうもﾀﾞﾒってゆーか

いい加減ってゆう考えはどうにかならないのかなぁって

思います。

忠義さん、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ最高でしたなぁ[:ハート:]
なんかあんなにいっぱいしゃべってる忠義さん、

[:テレビジョン:]で初めて見たよーな。(笑
「しゃばけ」あたし、録画してなかったことに凹んだ。（笑

だって面白くないと思ったんだもん。

（↑もっそい失礼な人[:パー:]
はなまる、まだ見れてないんだよねー[:悲しい:]
あたしも柔軟剤の匂い大好き[:ハート:]
ﾚﾐｵﾛﾒﾝが好きなんだ???
いいよねぇ[:ハート:]
亮ﾁｬﾝの粉雪はあたしも失神しそうになったよ[:てれちゃう:]
亮ﾁｬﾝは動画も静止画も好きだなぁ。

おぉ。

淳太くんと龍太くんが好きなんだ???
おぉ。しかもﾌｧﾝﾚの返事もらったんだ???
そりゃ余計に好きになっちゃうよねぇ。

あたしもｷﾘﾔﾏﾝに出そうかなぁ[:ハート:]

ななﾁｬﾝ（＠雄也）

亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝなさい。

そっかぁ。

ﾘｱ恋してた人がｼﾞｬﾆ嫌いだったんだ???
なんかそれはｼｮｯｸだよね。

あたしの元彼は全然ｼﾞｬﾆOKな人だったんだけど
あたしがﾊﾏﾘすぎた時はたぶん退いてたんじゃないかなぁ。(笑



まぁ、今となったら全く赤の他人ですけど[:パー:]（苦笑
え???そうなの???
美童って４分の３が外国人なの???
全然知らずに見てた。（笑

鈴音さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

もっそい亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝなさい[:汗:]
そうなんですよねぇ。

ﾃﾝﾌﾟﾚも自分で作ってるんですよ。

まぁ、ｾﾝｽないんですけど[:たらーっ:]
そうですか???
あたしなんて褒められちゃっていいのかしら???
でもお世辞でも嬉しいです。

ありがとうございます。

鈴音さんのﾌﾞﾛｸﾞにも遊びに行かせていただきますね。

歌姫、ﾎﾝﾄ最高でしたよね。

鈴ﾁｬﾝの切ない想いとｼﾞｪｰﾑｽの２人を想う気持ちが

すごく良かったと思います。

忠義さんはﾎﾝﾄ、作品に恵まれてますよね。

なんか結局松原は行けなかったんだよね[:悲しい:]
せっかく当たったのに[:悲しい:]
SHOCKを予定してなかったから仕方がないんだけどね。
あ。ありがとうございます。

そうなんですか???
SHOCKのﾁｹが取れるよう祈っててくれたんですね。
嬉しいです。

頑張った甲斐がありました。

みぃさん

改めてｺﾒﾚｽするのは初めてですね。

もっそい亀ﾚｽですみません[:汗:]
そうですか???
あたしのﾌﾞﾛｸﾞ、そんな褒めていただいていいのでしょうか???(笑



でも楽しんで読んでいただけると書いてて

良かったなぁって思います。

ありがとうございます。

そうですよね。

こんなに元気をくれるｴｲﾄを１０年先も好きで

居たいですよね。

あたしも自分の部屋のﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷが壊れていたので

ﾘﾋﾞﾝｸﾞのﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷで録画してて

でもそれだと全然撮っても見なかったので

勇気出してDVDﾚｺｰﾀﾞｰ買いました。
でも[:テレビジョン:]の画面が小さいのと
映りが悪いので嬉しさも半減なんですけどね[:悲しい:]
みぃさん、九州にお住まいなんですね。

あたし、九州って鹿児島しか行ったことないんですけど

すごく好きですよ[:ハート:]
２月、誕生日なんですか???
それはﾎﾝﾄたちょにお祝いして欲しいですよね。

みおり（＠忠義）

何気にみおりが修学旅行中にｺﾒﾚｽしててすみません[:汗:]
ﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒ入れとくからね。

なんか結局忠義が年末に行ってた

大阪住みの人はお楽しみにってゆーのは

よくわからないまま年があけたよね。(笑
で、結局帝劇でSHOCKだし。
でもSHOCKすごく良かったよね[:ハート:]
忠義のﾌﾟﾚﾐｱﾑ、最高だったよね。

なんかまた見たくなったので後で探そうっと。

なんかいつも思うんだけどみおりってｱｸﾃｨﾌﾞよね???
思ったらすぐ行動してるもんね。

裏山ｼｽです[:てれちゃう:]
そう???
あたしﾃﾝﾌﾟﾚすぐ飽きちゃうんだよね[:悲しい:]
なんかすでに変えたいもん。（笑

あのｸﾘｽﾏｽﾃﾝﾌﾟﾚのﾓﾃﾞﾙさんは確かに加護ﾁｬﾝに似てた。（笑

「４７」ﾎﾝﾄにﾔｯﾊﾞｲよね???



もう本編は号泣しっぱなしだし。

寝起きは爆笑だし。

ﾎﾝﾄ「Excite!!」と比べると忠義の成長ぶりが
わかるよね。

なんかｿｰﾄ面白かったよね。

あたしって１位〜７位がｴｲﾄ独占じゃないんだなぁって。（笑

ﾀﾞﾒﾀﾞﾒじゃん[:パー:]
忠義が医者って妙な想像を起こしてる変態ですけど何か???(笑
SHOCKのｸﾞｯｽﾞ代予想通りかかってます[:悲しい:]
でもﾊﾟﾝﾌがもっそいｴﾛくて死んだ。(笑

るのさん

ﾎﾝﾄ、亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝなさい[:汗:]
そうですか???
ありがとうございます。

あたしは最近もっそい元気に大倉担やらせて

もらってます[:ぴかぴか:]
「Weeeek」すごくあたしも好きです[:ハート:]
NEWSの曲の中でﾁｪﾘｯｼｭかWeeeekか???
って感じですね。

みずき（＠章大）

久しぶり〜。

元気にしてる???
なんか今日はKAT-TUNの新曲ﾌﾗｹﾞ日だということを
忘れてて予約してるお店とは違うお店に

用事があって入っちゃったから

めんどくさくて今日KAT-TUNのCD取りに行ってないよ[:悲しい:]
年賀状せっかく誘ってくれたのにｺﾞﾒﾝね。

ﾌﾞﾛｸﾞにも書いたんだけど

去年は愛犬が４匹も亡くなったので

喪中の意味もこめて１枚も年賀状書かなかったんだよね[:悲しい:]
なので来年はぜひ年賀状交換誘ってください[:ハート:]



海ﾁｬﾝ（＠∞）
もっそい亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝね〜[:汗:]
なんか結局「未定　壱」があって「SHOCK」があって「８１８」があって
未定は行けなかったけど他は予定が入って

極貧な生活です[:悲しい:]
でも嬉しい悲鳴とでも申しましょうか???(笑
この後は少しのんびりしたいです。

でも久々にﾗｲﾌﾞも見たいよねぇ。

春ｺﾝあるのかなぁ???
毎日が充実してるんだね。

なんか安心しました[:ハート:]
「４７」すごくいいよね???
なんかもう号泣しっぱなし。（笑

定期的に見たいなぁって思うわ。（笑

ますみさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

もっそい亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝなさい[:汗:]
毎日読んでくださってるんですか???
ありがとうございます。

ご期待に添えるよう頑張って書きますね。

たっちょんの口角ｷｭｯｽﾏｲﾙすごく可愛いですよね。

あたしも大好きです[:ハート:]
ﾃﾝﾌﾟﾚの女の子はﾓﾃﾞﾙさんです[:ぴかぴか:]
あんなに可愛かったらいいんですけどねぇ。(笑
ますみさんは会社が銀座にあるんですね。

なんか近くでたっちょんも頑張ってると思うと

余計に仕事がんばれますよね。

まいさん

あたしも時々批判されたりもするんですけど

あたしは自分の言葉に責任を持って書いてるつもりです。

でも、ﾌﾞﾛｸﾞを書いてる人は何かの代表でもなければ

ﾘｰﾀﾞｰでもないただの普通のﾌｧﾝだということを



忘れないでいて欲しいのです。

だから時には読む人の不快に思うことが

書かれてることもあります。

必ずしも自分の考えと一緒という概念は

取り払って欲しいと思います。

その覚悟がなければﾌﾞﾛｸﾞ周りを

しない方がいいとあたしは思います。

YOUさん（＠忠義）
ﾌﾞﾛｸﾞ読みました。

なんか人それぞれですよねぇ。

あたしは自分の書いたことが間違いだとは思ってないです。

YOUさんの言う通りだと思います。
ﾌﾞﾛｸﾞを書いてる人は何かの代表でもなければ

ﾘｰﾀﾞｰでもない。

その通りだと思います。

akiさん
初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

もっそい亀ﾚｽですみません[:汗:]
ﾌﾟﾚﾐｱﾑの忠義さん良かったですよね。

[:テレビジョン:]であんなに喋ってる忠義さんを
見たのは初めてかも。(笑
ありがとうございます。

なんとか今のとこ風邪もひかずに

頑張っております。

akiさんもまだまだ寒いですけど
お風邪などに気をつけてくださいね。

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

確かに。(笑
外でﾁｬﾝ付けで呼ばれるのも恥ずかしいけど

呼び捨てもなんかｲﾔだよね。



あたし、友達に本名じゃなくて

あだ名で呼ばれてるから彼氏もあだ名で

呼んでくれた方がﾗｸかも。

うちもー。

うちも親が機械物に興味がないから

全然新しくならない。（ﾁｰﾝ

あたしの家のDVDﾚｺｰﾀﾞｰもW録じゃないんだよなぁ。
なんか地ﾃﾞｼﾞと地上波のW録は出来るみたいなんだけど。
地ﾃﾞｼﾞじゃないし[:パー:]

小春ﾁｬﾝ（＠章大）

あ。全然ｺﾒﾝﾄくれるの負担じゃないから

気にせずｺﾒﾝﾄくだせぇ。(笑
なんか松原もSHOCKも８１８もﾁｹ取れたのに
結局松原、仕事の休みが取れなくて

行けなかったのがすごい悔しくて。

小春ﾁｬﾝも８１８当たったんだねぇ[:ハート:]
やっぱり自担の舞台は押さえたいとこだよね。

あたしも空にいつも助けてもらってるから

ﾎﾝﾄﾁｹ取れてよかったなぁって思ってます。

ありさ（＠博貴）

久しぶり〜。

ありさもﾁｹ取れたんだ???
あたしは８１８は１５日に行くよ。

その日しか行けないからﾎﾝﾄ良かったなぁと

思って。

ありさはいつ行くの???
なんかﾎﾝﾄSHOCKのﾁｹ取れた時は感動したわぁ。
なんかﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞになれるってすごいなぁって思うよ。

あたしどっちかと言えばﾈｶﾞﾃｨﾌﾞだし。(笑
あたしも今日からﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞに頑張りますわ。

２月に初の大阪ですか???
楽しんできてね[:ハート:]



はなさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

もっそい亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝなさい[:汗:]
ありがとうございます。

ﾎﾝﾄですかー???
尊敬してるとか言われると照れちゃいますね。

でもすごく嬉しいです[:ハート:]
はなさんは海外にお住まいなんですか???
学校とか仕事とか忙しいと

ついついｴｲﾄ離れしてしまいますよね。

あたしは最近結構調子いいですね[:ハート:]（笑
これからもはなさんのご期待に沿えるような

ﾌﾞﾛｸﾞ書いていきたいと思います。

これからもﾖﾛｼｸお願いします。

音美ﾁｬﾝ（＠忠義）

HN変更了解しましたー[:ハート:]
あ。ﾌﾞﾛｸﾞ遊びに行かせてもらいますね。

ﾏｰｼﾞですか???
そんな好きとか言われると照れますがな[:てれちゃう:]（笑
でも嬉しいです[:ハート:]
いやいや、そんな改まってお友達とか。

もうあたしの中ではお友達なんですけども[:ハート:]（笑

ゆか（＠忠義）

久しぶり〜[:ハート:]
あたしもゆかのﾌﾞﾛｸﾞはほぼ確実に見てるよ。（笑

うん。仕事は何気に忙しい。

ゆかでもやっぱり仕事でいっぱいいっぱいの時は

ｴｲﾄのこと考えられない時もあるんだねー。

なんかあたしだけかと思った。(笑
なんか自分どんだけ余裕ないんだよ[:パー:]って
若干凹んでた。(笑



ちょっとほっとしました。（笑

ｱﾊﾊ。

あらゆる予定を踏み倒して忠義に会いにいきませぅ。

友さん

お久しぶりです[:ハート:]
やっぱり自担疑っちゃう部分ってありますよね???
なんか余計なことなのかもしれないけど。（笑

ﾎﾝﾄ、なんか忠義って妙に落ち着いてるから

大人っぽくみられるんですかねぇ。

でもやっぱ制服姿とか見たいですよね[:ハート:]

結希（＠すばる）

ありがとう。

SHOCK観に行ってきたよ[:ハート:]
なんか最初は全然ﾁｹ取れる自信なくて動揺したけど

ﾎﾝﾄに行けて良かったと思ってる。

結希は松原もう観に行った???
今から???
あたしも結希のﾌﾞﾛｸﾞ見てるとすごく勇気をもらう。

またﾌﾞﾛｸﾞ遊びに行きます[:ハート:]
え???そうなの???
ﾌﾞﾛｸﾞ、あたしがきっかけですか???
なんか嬉しいです。

今年は去年以上に絡めるといいなぁ。

忠佳さん（＠忠義）

お久しぶりです。

「４７」見ました???
すごく良かったですよね。

来月には歌姫のDVD-BOXも発売になるし、
特典映像が楽しみですね[:ハート:]



すぅさん（＠すばる）

お久しぶりです[:ハート:]
DVD５枚ってすごいですよね???
あたしはわりと最近制覇しました。(笑
写真集もまだ読みきれてないですもん[:悲しい:]
すぅさんは松原、ﾁｹ取れました???
なんかﾁｹｯﾄ取るのも困難なのはやっぱり

凹みますよね。

FCもY&Jで３ｸﾞﾙｰﾌﾟが一緒で出来るだけ
自担のｸﾞﾙｰﾌﾟで登録してる人優先して欲しいなぁって

思いますし、

SHOCKの忠義のように急に発表されるのも
嬉しいながらも困惑します。

あ。春から大学生なんですか???
おめでとうございます[:ハート:]
すぅさん、ﾌﾞﾛｸﾞ閉じられたんですね。

また新しく始める時は教えてくださいね。

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

お久しぶりです[:ハート:]
ごんﾁｬﾝは受験生なんですね。

受験頑張ってください。

あ。あとﾌﾞﾛｸﾞにも遊びに行かせてもらいますね。

楽しみにしてます[:ハート:]

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

なんか相変わらず全然休みの日に起きれなかったりするんだけど

なんとか今日は早く起きれて[:病院:]にも行けて
もっそい久々なｺﾒﾚｽをやっておりまする。

そんなわけで亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝね[:汗:]
心配させちゃってｺﾞﾒﾝね。

ﾎﾝﾄにありがとう。

ななﾁｬﾝの言葉がすごく温かかったです[:ハート:]
あぁぁぁあ。

たっちょんが主治医ってちょっと恥ずかしいですかねぇ。（笑



でも白衣のたっちょんとか見たい!!!!（切実

名無しさん（＠忠義）

ありがとうございます。

SHOCK無事に行ってきました。
もし次の日だったら[:雪:]で行けなかったかも
しれないと思うとあたしはﾎﾝﾄにﾗｯｷｰな人なんだなぁって

思いました。

ﾚﾎﾟは書けなかったんですけど感想を書きました。

読んでいただけてたらいいなって思いました。・

ミオリさん（＠仁）

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

今日はLIPSのﾌﾗｹﾞ日ですね。
あたし、今日忘れていて他のお店で

東方神起のCD買っててお店見たら売ってたので
ﾔﾊﾞ!!!って思ったんですけど
結局取りに行ってないです[:悲しい:]
SHOCK無事行ってきました。
最高に良かったです[:ぴかぴか:]
忠義の頑張りも見れたし、SHOCKの内容も
すごく濃くて号泣でした。

ヨコってﾎﾝﾄ美形さんだから痩せてると

すごいｶｯｺｲｲですよね[:ハート:]

真優（＠章大）

ありがとうー[:ハート:]
SHOCK無事に行ってきました[:ハート:]
もう忠義の頑張ってる姿見てすっごいﾊﾟﾜｰもらって

きたよ。

だから今度は真優の番だね。

章大からいっぱい元気もらって

いっぱい愛をもらってきてね。

あたしも１５日に相方（＠章大）と８１８観に行ってきます。



もう毎日２人で８１８の話してるよ。

未樹（＠博貴・亮）

久しぶり〜[:ハート:]
でも未樹のﾌﾞﾛｸﾞはほぼ毎日見てるよ。

未定が仕事休めなくて行けなかったんだけど

SHOCKは２日に行ってきて８１８は１５日に行ってきます[:ハート:]
あ。code見れたんだね。
良かった[:ハート:]
あの亮ﾁｬﾝすごくｼﾞｰﾝってするよね。

ゆいさん（＠忠義）

SHOCKの時はありがとうでした。
あたし、すっごい人見知りをするので

うまく喋れなくてｺﾞﾒﾝなさいね[:悲しい:]
たぶん次回から大丈夫です[:ハート:]（笑
しかも心のこもったお手紙ありがとうです[:ハート:]
すごく嬉しかったです[:ハート:]
ぜひぜひﾘｽﾞﾑ隊について語ってください。

大歓迎です[:ぴかぴか:]

arisaﾁｬﾝ（＠忠義）
こんばんﾜﾝﾂｰ。

ﾎﾝﾄあんなに泣いたﾄﾞﾗﾏは久々。

たっちょんはﾎﾝﾄ作品に恵まれてるよね。

たっちょんの役どころもすごく良かったし、

来月DVD-BOXが発売になるのが楽しみです[:ハート:]
これからもたくさんﾄﾞﾗﾏに出てくれると嬉しいよね。

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

お久しぶり〜[:ハート:]
相葉熱はどう???
嵐の宿題くん面白いよね???



あたしも毎週見てるよ。

ゆりえﾁｬﾝはSHOCKは???
あたしは２月２日に行ってきました[:ハート:]
なんかあたしの中でｶｳｺﾝは[:テレビジョン:]で見る行事となってるよ。(笑
大概仕事だし[:悲しい:]
あたしは東方神起熱が去年以上に。(笑

彩香ﾁｬﾝ

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

いつもﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒﾝﾄくださってありがとうです[:ハート:]
仕事忙しくてなかなかｺﾒﾚｽできなくて

ｺﾞﾒﾝなさいね[:汗:]
近いうちに全部やりますね[:ハート:]
たちょの茶髪可愛いですよね???
あたしも大好きです[:ハート:]
そっかぁ。たちょを好きになったのが２００７年だったんですね。

記念の年ですね[:ハート:]
こちらこそ２００８年もよろしくお願いします。



2008.02.05 Tue お先に失礼。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰに１２月３１日までのｺﾒﾚｽやりましたので

見てくださいねーん[:ハート:]
もっそい亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝなさい[:汗:]
近々残りもやりますので

もう少しだけお待たせします[:たらーっ:]

今日は昨日４時に寝たのにも関わらず

朝８時半に起きて[:食事:]食べて
やっかし眠さに勝てずに結局午前中は寝て終りました[:悲しい:]
で、午後から[:病院:]行って
帰りにTSU○YAに寄ってﾁｬﾝﾐﾝ（＠東方神起）の[:CD:]買ったんだけど
そこで今日、KAT-TUNの新曲ﾌﾗｹﾞ日だと知りました[:悲しい:]（ﾀﾞﾒｦﾀ
で、違うCDｼｮｯﾌﾟで予約してあるので
取りに行こうか迷って結局めんどくさくなって

辞めました[:悲しい:]（ﾁｰﾝ
で、[:家:]に着いたのがもっそい早くて１４時５０分ぐらい
だったのでそれからｺﾒﾚｽを始めて終ったのが

２０時５０分。

だいぶ腰が痛くなり眠くなり[:悲しい:]
しかも必要以上にﾊﾁｸﾛが面白くなくー[:悲しい:]
余計に眠くなりました[:悲しい:]
そんなわけでこれを書いたら寝ようと思います[:たらーっ:]
まだ昨日のHEY3も見てないのに。
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
今日はむちゃ∞ﾌﾞﾘがあるとゆーのに。
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
先週もむちゃ∞ﾌﾞﾘ見てないとゆーのに。
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ただﾁｬﾝ、ｺﾞﾒﾝなさい[:悲しい:]
眠さには勝てませんです[:悲しい:]はい。



ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
あたしのお爪ﾁｬﾝはいつ伸びるのーん???
なんか全然伸びてなくて絆創膏がいつまでたっても

剥がせず、なのでｷｰﾎﾞｰﾄﾞを打つのがやっとなんですけど[:パー:]
もっそい隣のｷｰとか押しちゃうので

すっごい時間がかかるのよ[:パー:]
軽くお爪ﾁｬﾝに怒りを覚えるまひるたそ[:パー:]
８１８までにはﾏﾆｷｭｱ塗りたいな[:ハート:]
ちなみに８１８は１５日に行きます[:ハート:]
さすがに伸びるか???[:パー:]

もう眠さの限界なので

途中ですが寝ますだ[:眠たい:]
ﾎﾝﾄﾍﾀﾚで申し訳ない[:悲しい:]
また明日書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.09 Sat 絡み合う大倉忠義。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

３日の放置すみません[:汗:]
なんか情緒不安定になってて

ｲﾗｲﾗしてました[:悲しい:]
まぁ、原因はわかってるんですけどね[:悲しい:]
軽くﾋﾟﾘﾋﾟﾘしてたとこに

隣の部屋にいる民ﾁｬﾝが夜中２時過ぎまで[:テレビジョン:]
見たりしてて眠れなかったんですよ。

それで民ﾁｬﾝに注意して

部屋に戻ったら今度は民ﾁｬﾝの独り言です[:悲しい:]
延々３０分とか喋っててそれが２日続いて

ﾌﾟﾁってｷﾚたんです[:むかっ:]
さすがに２日も眠れないとかなりｲﾗｲﾗﾓｰﾄﾞに入りますね[:パンチ:]
もう全然ﾌﾞﾛｸﾞ書く空気じゃなくて。

それで放置しました[:悲しい:]
すみません[:汗:]
もう大丈夫なんで[:パー:]

なんかﾌﾞﾛｸﾞ書かない間にいろいろ発表がありましたね。

ｴｲﾄ春ｺﾝ決定。

これはなんとなく予想してたんで

そんなに驚かなかったですね。

気になるのは場所と日程ですね。

なんか出来ればGWは避けて欲しいと思う
勝手なあてくしです[:たらーっ:]
土日でも休み取りづらいのにGWなんて
強行突破に近いですもん[:悲しい:]
まぁ、早く日程が発表にならないかなぁと

思うｦﾀｸですけども[:パー:]
で、ヨコのｿﾛｺﾝ東京名古屋公演。

３月はﾏｼﾞで[:お金:]ないので



日程見て「はい。無理です[:パー:][:悲しい:]」ということで
あえなく却下。

で、３月１２日新曲「ﾜｯﾊｯﾊｰ」。(笑
まぁ、まぁ、ｴｲﾄですから[:パー:]
もう慣れました[:たらーっ:]
まぁ、あたしの気になるのはPVですけど[:パー:]
とりあえず曲は来週のﾚｺﾒﾝで聴けるらしいし[:ハート:]
短ﾊﾟﾝでｶﾞﾆ股にならなければなんでもいいです[:てれちゃう:]（笑
ただﾁｬﾝの内腿がﾌﾟﾙﾌﾟﾙしてなければそれでいいです[:パー:]（笑
なんかあたしが忠義しか見てないのか

他ﾒﾝがあまり映ってないのかよくわからないんだけど

なんかもっそいｲｯﾂﾏｲｿｳﾙの忠義の内腿ﾌﾟﾙﾌﾟﾙが気になるの。(笑
なんかある意味破廉恥ﾌﾟﾚｲだと思うのはあたしだけですか???[:パー:]

あ。そだ。ｱﾝｱﾝ買っただべさ[:ハート:]
なんかあれは自担じゃないからいいなぁって思うのか

謎なんですけど[:パー:]
なんかすっごい綺麗に撮ってもらってて

すっごいｾｸｼｰでいいなぁって思うんですけど

あれを忠義がやったらあたしはどう思うんだろう。

全然想像つかないんですけど[:パー:]
あぁ。でもきっといろいろよからぬ想像しちゃって

たぶんﾀﾞﾒなんだろうな。

でもいつかきっとそんな日がくるような気がしてならない

まひるでございます[:悲しい:]
なんか本屋にあるｱﾝｱﾝを買占めそうな勢いですけど何か???[:パー:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ただﾁｬﾝもおけつ見せちゃうのかなぁ???
ただﾁｬﾝ、無駄にﾌﾟﾘﾌﾟﾘなお尻してるからなぁ[:ときめき:]
まぁ、そこが(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲんですけど[:パー:][:ハート:]
ｳﾊｧ。(*´д`)ｱﾊｧ。
でもただﾁｬﾝ、まだお仕事でﾁｭｳとかしたことないから

大丈夫かなぁなんて思ってます。(笑
だってｼﾞｬﾆのｾｸｼｰ路線の岡田くんとかまつずんとか山久とかって

ﾁｭｳとかしてるもんね[:ラブラブ:]
あぁ。でも外人少女と裸で絡む大倉忠義さんを



見てみたいような気もするのはあたしだけですか???
ｳﾊｧ。(*´д`)ｱﾊｧ。
ｽﾃﾁ[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

近々ｺﾒﾚｽ全部終らせる予定ですので

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄも毎日読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.10 Sun 子供にﾃﾞﾚﾃﾞﾚな大倉忠義さん&#9829;

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ変えました[:ハート:]
今回はもっそいｼﾝﾌﾟﾙです。

今、ﾍﾟﾝﾀﾌﾞ（文字がﾍﾟﾝで書けるやつ）を買おうか

迷っててﾔ○ｵｸを毎日見てるんですけど

やっかし５０００円ぐらいはするんですよねぇ[:悲しい:]
誰か買ってくれー!!!!![:てれちゃう:]
ｴｲﾄｺﾝ決定してて５０００円出すのはもっそい勇気がいるんですけど[:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)

あ。そだ。

ごくせんにｷﾘﾔﾏﾝと淳太くんと高木くんが決定したそうで[:ラブ:]
見る!!!!!
絶対見る!!!!!
だって照史だもーん[:ハート:]
標準語なのかなぁ???
関西弁なのかなぁ???
それさえも気になるみたいな[:パー:]
あとｼﾞｬﾆ以外だと誰が出るんだろ???
全然ﾉｰﾁｪｯｸなんですけど[:パー:]
だって３人がごくせんに出ることも

ﾌﾞﾛｸﾞ書き終わってまったりお布団に入って

今日の[:メール:]ﾁｪｯｸしてた時やっと気づいたってゆーね[:悲しい:]
あぁぁぁぁぁぁぁあ。

全然想像出来ない。

なんかごくせん出た後ってすごく人気の出る俳優さんが多いじゃない???
だからすっごい母のような目で見てしまうんですが

心配です[:猫2:]
でも関ｼﾞｭから抜擢されるってやっぱすごく嬉しいことだし、

きっとｴｲﾄﾒﾝも喜んでくれたと思う。

頑張って!!!!



録画して見るから!!!![:パー:]
これたぶん土曜日枠よね???
だったらﾘｱﾙで見れないから録画して見ます[:悲しい:]

今日はまた大雪降ったね[:ハート:]
しばらくﾊﾟﾊﾟﾝに送り迎えしてもらわなくちゃならないから

大変。

明日は暖かいみたいだけどどれだけ雪が溶けるんだろう。

でもきっと溶けても完全に地面が乾かないと

凍るよね???
それが怖い。

すでに今日店出る時、ﾂﾙっといったもん。(笑
あたしはどうやら雪国では暮らせそうにありません[:悲しい:]
なのでただﾁｬﾝ、あたしと暮らしてください[:ハート:]
（↑話が飛躍しすぎ[:パー:]
一緒にｽｰﾊﾟｰに買い物行ったりお洗濯したり

掃除したりしたいです[:ハート:]
もうその妄想だけで生きていけます[:ハート:]
なんか新しい家族も出来てみんなでｽｰﾊﾟｰ行って

子供が「ﾏﾏ、あれ買ってー!!!!(号泣」って
泣き叫び、「ﾀﾞﾒよ。」なんて

言ってて結局忠義ﾊﾟﾊﾟに子供が「ﾊﾟﾊﾟ、あれ買ってー!!!!（号泣」。
そうすると忠義ﾊﾟﾊﾟは甘いので

「よしよしﾊﾟﾊﾟが買ったるで。」

「ﾊﾟﾊﾟ、ありがとー[:ハート:]」
ﾏﾏの立場なし[:パー:]
みたいなね。(笑
忠義ﾊﾟﾊﾟ、子供にﾃﾞﾚﾃﾞﾚの図。（笑

そろそろ寝なくちゃ。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。



ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

近々やりますのでお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.10 Sun ﾁ､ﾁﾝﾋﾟﾗ???

おはよー[:おてんき:]
本日２回目でし。

大倉担まひるですけどもー。

はい。寝ていませんけど何か???[:パー:]
ﾍﾟﾝﾀﾌﾞ、結局落札したよー[:ぴかぴか:]
まぁ、それやってて結局寝てないんですけど[:パー:]
これでもっと[:パソコン:]ﾗｲﾌが快適になるぅ〜[:ハート:]
これは届いてからのお楽しみってことで[:ぴかぴか:]
もっと画期的になりますよ[:ハート:]
お金がないﾁｮ貧のくせに。(ﾁｮｰ貧乏の略

ｴｲﾄｺﾝGWじゃない５月とか６月にやって欲しいと
思ってるんですけど[:パー:]
(↑ｽﾞの人[:パー:]
そしたら少しお金的にも余裕が出るかなぁと。

でもﾎﾝﾄはGWに横Aではないかと思ってる人[:パー:]
あぁ。でもそれは去年やったからないかなぁ。

つーか[:携帯:]の拒否ってたﾒｰﾙも全部解除した。
だってﾌﾞﾛｸﾞのｺﾒﾝﾄが入ってもお知らせﾒｰﾙが[:携帯:]に
来るんだけどそれさえもこない、

ｼﾞｬﾆﾈのFCのﾒｰﾙが登録出来ない[:悲しい:]
もう終ってるね[:悲しい:]と思って解除しました。
迷惑ﾒｰﾙがきてもあと３〜４日の我慢だし[:パー:]
ﾕﾉﾕﾉの誕生日お祝いｺﾒﾝﾄのお礼ﾒｰﾙが来たら

さっさとﾒｱﾄﾞ変えます[:GO!:]
ﾎﾝﾄはｼﾞｪｼﾞｭﾝからお礼ﾒｰﾙ来た時に変えたかったんだけど

すぐﾕﾉﾕﾉの誕生日お祝いｺﾒﾝﾄ募集してたから

何も考えずにﾒｰﾙ出しちゃいました[:てれちゃう:]



あ。８１８のｸﾞｯｽﾞ見た。(笑
もうあんなの着れるの章大だけだよ[:パー:]
部屋着でも恥ずかしいもん。

ﾚｯｸﾞｳｫｰﾏｰは可愛いなぁと思ったけど。

何???章大は俺色に染めてやる願望でもあるのですか???[:パー:]
特にﾊﾟﾝﾂ。

軽くﾁﾝﾋﾟﾗ入ってますよね???[:パー:]
あぁ。でもきっとあたしも忠義ﾃﾞｻﾞｲﾝとかで

ｸﾞｯｽﾞ発売したら全部買うんだろうなぁ[:てれちゃう:]
なんかでも章ﾁｬﾝ、乙女でも履けるﾊﾟﾝﾂを

ﾃﾞｻﾞｲﾝして欲しかったなぁ。

あれは章ﾁｬﾝ好みでしょ???
普通に彼女があのﾊﾟﾝﾂ履いてたらドン引きすると思うもん。(笑
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

近々やる予定なので初めましての方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.11 Mon 民ﾁｬﾝありがとうございました。

今日、（２月１０日）仕事から帰ってきて

ご飯食べて部屋に戻ったら隣の民ﾁｬﾝ（ｵｼﾞｲﾁｬﾝ）の部屋からﾏﾏﾝの

叫ぶ声が聞こえて民ﾁｬﾝの部屋に行ったら

民ﾁｬﾝが亡くなってました。

それで慌ててﾊﾟﾊﾟﾝを呼びに行って

救急車呼んだんですけど

やっぱり心臓も止まっててそれで警察の人とか来て

検視を２時間近くやって

いろいろ聞かれて

深夜１時に葬儀屋さんがきて

民ﾁｬﾝの葬儀は兄ﾁｬﾝちで出すので

ﾏﾏﾝ達は民ﾁｬﾝを兄ﾁｬﾝちまで運んで行きました。

なんか検視してるその間、兄ﾁｬﾝと弟とﾏﾏﾝとﾊﾟﾊﾟﾝと５人で

ずっと民ﾁｬﾝの話をしてたんだけど

なんかあたし今週ずっとｲﾗｲﾗしてて

民ﾁｬﾝにも冷たかったからすごく後悔してる。

せめて最後の週ぐらい優しくしてあげたかった。

民ﾁｬﾝはちょっと痴呆があったけど

全然健康だったし、

ご飯もちゃんと食べてたし、

ﾎﾝﾄに夜中ずっとTV見てたりしてて
あたしに怒られちゃうぐらい元気で。

民ﾁｬﾝはあたしのﾏﾏﾝの父親なんだけど

ﾊﾟﾊﾟﾝ側のｵｼﾞｲﾁｬﾝは植物人間状態で病院にいるのね。

それで部屋が空いてるから一人暮らしをしてた

民ﾁｬﾝを引き取ったのが去年の夏で。

民ﾁｬﾝは笑顔が可愛いおじいちゃんだった。

ちょっとﾎﾞｹてたけどﾊﾟﾊﾟﾝ側のおじいちゃんも

ひどい痴呆だったから痴呆の接し方には慣れてた。

だから全然苦じゃなかったし。

なのに今週のあたしは眠れなくてｲﾗｲﾗしてるのを

民ﾁｬﾝのせいにして最低だ。

亡くなって民ﾁｬﾝがどんどん冷たくなっていくのを

あたしは初めて肌で感じた。

あたし２人のおばあちゃんが亡くなった時も



立ち会えなかったから。

あたしが民ﾁｬﾝの部屋に行った時は民ﾁｬﾝは

まだ暖かかった。

でも呼んでも呼んでも返事をすることはなかった。

民ﾁｬﾝは戻ってこなかった。

民ﾁｬﾝはきっと天国で幸せに過ごせるよね。

民ﾁｬﾝ今までありがとう。

あたしは民ﾁｬﾝが大好きでした。

もっと一緒に過ごせる時間を作ってあげれば

良かったということだけが心残りです。

寂しかったよね。

ｺﾞﾒﾝね。

2008.2.10　　民ﾁｬﾝのご冥福をお祈りします。

まひる。



2008.02.13 Wed 復活祭。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、民ﾁｬﾝのお通夜で今日、お葬式でした。

７００人ぐらいの人がきてくれて

民ﾁｬﾝはすごく周りに愛されてたおじいちゃんだったんだなぁって

思いました。

あたしもお通夜、お葬式とちょいちょい

泣いてたんですけど今夜で泣くのは最後にします。

うちの家系は涙腺弱いみたいです。（笑

なんか１人が泣き始めたら次から次へと伝染。(笑
しかも泣き始めたのが例のｲｹﾒﾝ中学生のいとこです。（笑

もう式が終ってからその話で盛り上がる。盛り上がる。

最後がみんなの笑顔で終われて良かったと思います。

まぁ、そんなわけで８１８が行けなくなってしまったんですが

相方の空（＠章大）が行くんで土産話でも

たっぷり聞きたいと思います[:ハート:]
あ。ちなみにあたしはすっごく元気です[:ハート:]
ﾌﾞﾛｸﾞは忙しくて書けなかっただけだし。ﾃﾞﾍﾍ。

そして只今、ﾍﾟﾝﾀﾌﾞと格闘中です[:たらーっ:]
あたし説明書とか読むの嫌いなんで

とりあえずｲﾝｽﾄｰﾙして接続してｿﾌﾄ立ち上げて

ｲｼﾞｲｼﾞしてます。

でもやっかしよくわかんね[:悲しい:]
このﾌﾞﾛｸの書き出しに気軽に文字書きたいんですけど

それがやり方よくわかんね[:悲しい:]
画像への文字入れは全然簡単なんだけど[:パー:]
誰か教えてくで〜!!!!![:悲しい:]



そういや、あたし３週もむちゃ∞ﾌﾞﾘ見てないよ[:悲しい:]
新曲の予約もしてないし[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
明日予約してこよ[:ハート:]
ﾕﾁｮﾝ（＠東方神起）の[:CD:]も買ってないし[:悲しい:]
まだ売ってるかなぁ[:ラブ:]
ﾄﾞｷﾄﾞｷ[:ラブ:]
って今週ってﾕﾁｮﾝだったっけ???
それさえもﾁｪｯｸしていません[:悲しい:]
ﾍﾀﾚでｺﾞﾒﾝね[:悲しい:]

なんか月曜日から仕事休んでいたので

明日はいつもなら休みなんですけど

仕事行きますだ[:ぴかぴか:]
もちろん金曜日も。

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

８１８がぁー!!!!
まぁ、SHOCK観れただけでも感謝ですよね[:ハート:]

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.14 Thu 何もないﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ。（涙

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、今日はﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝだね[:ハート:]
って言っても何もないんですけどね[:悲しい:]
職場で義理ﾁｮｺ配ったぐらいですよ[:悲しい:]
毎年毎年忠義への想いは募るばかりだと言うのに。

ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
切ないﾀﾞｽよ[:悲しい:]
あぁ。１度でいいからただﾁｬﾝを前にﾁｮｺを

お渡ししたいものですなぁ。

あぁ。ただﾁｬﾝは大福かな???
お団子かな???
なんか色気のない話になってきたぞ[:悲しい:]

今日、すごく眠くて[:眠たい:]
昨日３時半ぐらいまで起きてて

朝７時に起きたからもっそい眠い[:悲しい:]
でも今日、ﾚｺﾒﾝで新曲初披露じゃん???
だから起きてなくちゃならないわけでー[:たらーっ:]
あたしたぶん途中で寝ちゃいそうなんだけど[:パー:]
とりあえず鹿男まで起きてればなんとかなりそう。

（↑相変わらずﾈﾄﾗｼﾞの設定してない人[:パー:]
ご飯食べて鹿男までがﾎﾝﾄつらいんだよねぇ。

そ、そ。ﾍﾟﾝﾀﾌﾞの本体に好きな写真をﾌﾟﾘﾝﾄして

ｼｰﾄが入れられるのね。

で、今、ﾍﾟﾝﾀﾌﾞをﾏｳｽ代わりに使ってるから

忠義のﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞの利用がなくなってしまったので

忠義のﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞをﾌﾟﾘﾝﾄしてﾍﾟﾝﾀﾌﾞの本体にｾｯﾄした[:ハート:]



これでｴｲﾄのﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞを使わずに綺麗なまま

各ﾒﾝのﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞをﾌﾟﾘﾝﾄして使える[:ハート:]
快適[:パソコン:]ﾗｲﾌ[:ハート:]
ﾏｳｽもｺｰﾄﾞﾚｽになったし[:ハート:]
なんか画像作って遊んでます[:ハート:]
とりあえずｴｲﾄの壁紙作った[:ぴかぴか:]
（↑案外暇な人[:パー:]
でもまだまだﾍﾟﾝﾀﾌﾞ使わないと今までﾏｳｽで書いてたから

感覚がうまく掴めなくてﾀﾞﾒなんだよなぁ[:悲しい:]

つーか!!!!!

「くらりある」って!!!!

キタ─wwヘ√レvv〜─(゜∀゜)─wwヘ√レvv〜(゜∀゜)─wwヘ√
レvv〜─(゜∀゜)─wwヘ√レvv〜─!!!!

なんかｶｯｺｲｲー[:ハート:]
今見ようと思ったらｱｸｾｽ出来なくて

見れなかった[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
誕生日までの連載なんだねぇ。

あぅあぅ。

絶対[:パソコン:]に写せねぇ[:悲しい:]

あ。４月１０日からのﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ、亮ﾁｬﾝﾄﾞﾗﾏｹﾃｲおめでとうー[:ハート:]

「ﾗｽﾄ·ﾌﾚﾝｽﾞ」
２２時枠って嵐の番組と同じ曜日と時間???
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
そんなとこに敏感なあてくし[:パー:]



あ。今やっと「くらりある」見たよー[:ハート:]
(*´д`)ｱﾊｧ。
(○´艸`)ｶﾜｲｲ[:ハート:]
今日のﾚﾝｼﾞｬｰも(o´艸`o) ｶﾜｲｲ[:ハート:]
もうなんてただﾁｬﾝって可愛いﾔﾂなんだ[:ハート:]
あたしはそんなただﾁｬﾝが大好きだよ。

例え今日がﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝでも。

あ。ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝだから言うのか。

大倉忠義さん、今年も大好きです[:ハート:]
あたしの心の支えです[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.14 Thu もうすぐﾜｯﾊｯﾊｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんか結局この時間まで起きていたあてくし[:パー:]
もう今日は爆睡出来そうよ[:ハート:]
(*´д`)ｱﾊｧ。
あ。今日、鹿男面白かった[:ぴかぴか:]
あたし好きなんだよねぇ。

こうゆうｼﾘｱｽなんだかｺﾒﾃﾞｨなんだかわからないお話。（笑

しかも玉木宏さん大好きだし[:ラブラブ:]
(*♥д♥*) 
もう「KIDS」が観に行きたくてねぇ[:てれちゃう:]
徹平ﾁｬﾝも好きだし[:ラブラブ:]
でもﾎﾝﾄ今月全然[:お金:]に余裕がないってゆーね[:悲しい:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
どんだけ〜???

あぁ。山梨は２４時からﾚｺﾒﾝです[:ハート:]
ﾋｭ〜ﾋｭ〜[:ハート:]
なんか録音しようかと思ったら相変わらずｺﾝﾎﾟ調子悪いし[:パー:]
ﾁﾈばいい!!!![:パー:]
そんなわけであてくしは目覚まし時計とﾗｼﾞｵが

一緒になったやつで２４時からﾚｺﾒﾝを聴くんでやんす[:てれちゃう:]
（↑早くﾈﾄﾗｼﾞ設定し直せ!!!![:パー:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
なんかあたし的にはｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの方が楽しみなんだよねぇ[:てれちゃう:]
あたしの中での最強ｼﾝｸﾞﾙはﾚｲﾆｰだけどね[:ハート:]
ﾚｲﾆｰも大好きだし、なんてたってﾍﾌﾞﾝﾘが最高[:グッド:]
もうあのｼﾝｸﾞﾙはちょっとした企画もあって

全部で４枚も買ったんだよね[:ぴかぴか:]
でも何気にｽﾞｯｺｹとかも好きだったりすゆ[:揺れるハート:]



(*´д`)ｱﾊｧ。
ｽﾃﾁすぎゆ[:揺れるハート:]
そんなこんなでもうすぐ新曲が聴けちゃうわけですけども[:パー:]
(*´д`)ｱﾊｧ♥
ﾀﾊﾞｲ。

心臓ﾊﾞｸﾊﾞｸしてきた[:ラブ:]

もうお薬飲んで寝る準備とかしちゃう???[:上向き:]
で、そのまま寝ちゃったらｱﾎなんですけど[:パー:]（笑
あたし結構それやってる。(笑
なんか気づいたらｵｰﾙﾅｲﾄﾆｯﾎﾟﾝなの。(笑

まぁ、まぁ。ﾎﾞﾁﾎﾞﾁ準備しますわ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.15 Fri 果てしなく想う忠義愛。

大倉担まひるですけどもー。

昨日無事に新曲を聴くことが出来ました[:ぴかぴか:]
最近のｴｲﾄの王道的な感じですね。

まぁ、記憶もうっすらなんであまりたいしたことも

言えないんですけど[:パー:]
もう寝たら８０％ぐらい忘れてました[:悲しい:]
すみません[:汗:]
でもヨコの言う通り、結構ヒナﾁｬﾝのｿﾛﾊﾟｰﾄが

今までになく増えていてそりゃヨコも僻むよなぁと

思いました。(笑
あたしの中でヒナﾁｬﾝは永遠の中居くんなんですけどね[:パー:]（笑

そういや、あたし最近食欲が半端なくて

太りました[:悲しい:]
ﾏﾏﾝに言われて気づいたので

昨日の夜から食事気をつけてます[:たらーっ:]
これ以上太ってどうすんのさ[:パー:]
なんかしかもお葬式の時にｲﾔなことがあったらしく

ﾏﾏﾝがもっそいﾋﾟﾘﾋﾟﾘしてて

また出てく出てかないの話をし始めていて

いつものことなんですけど

やっぱり立場的にﾂﾗｲです[:悲しい:]

さてさて話変わりまして。

もう髪型変えたくて仕方がありません[:悲しい:]
今までこんなに髪型失敗したなぁって思ったことがないぐらいで[:悲しい:]
早く伸ばしたい。

もう絶対あの美容師さんだけには頼まない[:パー:]



ﾎﾝﾄｲﾔ[:悲しい:]

つーかWebのｸﾞｯｽﾞのことすっかり忘れていたよ[:悲しい:]
ヨコのｿﾛｺﾝのやつとｶｳｺﾝの写真[:パー:]
ﾔｯﾊﾞｲ。

お金全然ないよ[:パー:]
今月中には春ｺﾝの申し込みだって来るだろうし、

ﾏｼﾞどうしよう[:悲しい:]
もう頭がﾊﾟﾝｸしそう。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

そ、そ。HDDに全然余裕がなくなって
今空けてる最中なんだけど

１２月から全然編集してなかったから

休みの日にまとめてやらないとﾀﾞﾒね。

なんか今日のﾌﾞﾛｸﾞ暗くてｺﾞﾒﾝなさいね[:悲しい:]
いろいろ落ち込むことがあって

ぶっちゃけ落ち込んでます[:悲しい:]
人様に言うことでもないんで

あえて書かないですけど

みなさんはﾎﾝﾄお気になさらずに[:パー:]
２〜３日したらいつものまひるに戻ると思うので。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.16 Sat 落ち込んでなんかいられない。

大倉担まひるですけどもー。

ﾎﾝﾄなら今日仕事なんだけど

すっかり欝になってしまって

とても[:家:]を出られる状態じゃなくて
結局お休みしました[:悲しい:]
明日までに復活するかなぁ[:たらーっ:]
とりあえず今出来ることはﾌﾞﾛｸﾞ書いて

ﾃﾝｼｮﾝあげ♪ヘ(＾−＾ヘ)(／＾−＾)／あげ♪になること。
でもさっきまでﾌﾞﾛｸﾞさえも書く気になれず

寝てました[:悲しい:]
あぁ。あたしってﾎﾝﾄﾀﾞﾒﾀﾞﾒだよなぁ[:悲しい:]

なんか忠義の噂とかに惑わされたり。

ただの噂だってわかってるけど

もしﾎﾝﾄだったらどうなってしまうんだろうって思うと

やっぱりあたし頑張る目標失ってしまうってゆーか。

そんな弱いことでどうするんだろうとか思うけど。

あたしはどんな大倉忠義も受け入れる覚悟で

好きだと思ってるんだけど

でもちょっと気持ちが揺らぐ。

まぁ、今、欝になってるから悪いことばかり

考えてしまうんだろうけどね。

でも今、ぶっちゃけ泣き崩れてしまいそう。

忠義のこと信じなくちゃって思えば思うほどつらい。

忠義、ｺﾞﾒﾝ。

大倉担のあたしが信じなくてどうするんだ。

信じてたとえ裏切られてもいい。

もういい。

ぶっちゃけ何もかも込み込みで信じるよ。



何があったとしても忠義の気持ちを尊重したいと思う。

それが忠義を愛したあたしの運命だし。

ｶﾚｰﾊﾟﾝﾏﾝのﾊﾞｶ[:失恋:]

あ。ちなみに欝になってる原因は忠義じゃないです。

自己嫌悪ってやつです[:悲しい:]
なんか自己嫌悪に陥ってる自分が更に自己嫌悪です[:悲しい:]
まぁ、理由は聞かないでください[:悲しい:]
更に落ち込むんで[:パー:]
あぁ。もうｲﾔ。ｲﾔ。ｲﾔ。ｲﾔ。

あ。そういや、１ﾎﾟﾝﾄﾞの福音、ﾘﾋﾞﾝｸﾞのﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷで録画してるんだけど

なんか録画できてないっぽい[:悲しい:]
どこまで録画出来ててどこまで録画出来てないのか

見てないからわからないんだけど

いつまでたってもﾃｰﾌﾟが３時間ぐらいしか進んでないの。

ΣΣ(ﾟдﾟlll)ｶﾞｶﾞｰﾝ!!
予約は毎週してるんだけどなぁ[:悲しい:]
もう予約するの辞めようかなぁ[:悲しい:]

SHOCKも残すとこ後１０日となりましたね。
なんかいろいろあったなぁ。

まず１２月に入ってから忠義が出るって発表があって

もっそいﾃﾝﾊﾟって。

その後[:チケット:]が１公演分だけだけど取れて
喜んでたら忠義が交互出演って誤報が流れて

泣きそうになって。

町田さんが無事退院してSHOCKに参加出来て。
初日に５００回公演迎えて。

機械ﾄﾗﾌﾞﾙがあって中止になった公演もあって。

みんながみんな悔しい思いをして。

それで２月２日に観に行って。

あぁ。やっぱりあたしは忠義が好きなんだと

再確認したっけ。



あたしの観てない間にもどんどん忠義は成長していって。

それで今日が２月１６日。

千秋楽まで後１０日。

何事もなく無事に迎えて欲しいなって思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.18 Mon 愛しぬく自信。

大倉担まひるですけどもー。

今日は仕事に行ったんですけど

ｸﾀｸﾀで帰ってきてすぐ[:パソコン:]に向かえませんでした[:悲しい:]
なので今の時間の更新になります。

遅くなってｺﾞﾒﾝなさい[:悲しい:]
まぁ、あたしの深夜更新なんぞ慣れてる方も多いかと

思いますが[:パー:]

ﾏｷさん（＠忠義）がSHOCKの写真代行してくださったのですが
昨日夕方写真のことで[:メール:]くださったんですよ。
完全に爆睡してました[:悲しい:]
ﾎﾝﾄﾏｷさん、ｺﾞﾒﾝなさい[:悲しい:]
でも無事に写真買えて良かったです[:ハート:]
届くの楽しみだなぁ[:ぴかぴか:]
どんな忠義さんの表情が見れるんだろう[:ラブ:]
ﾄﾞﾁﾄﾞﾁﾜｸﾜｸ[:ラブ:]ですね。(笑

なんかあたしやっぱり欝を脱出したからか

忠義のこと信じられる気がしてきました[:ハート:]
何があってもあたしは忠義のことを信じたいと思います。

いろいろ噂聞くけどそれがｳｿでもﾎﾝﾄでも

あたしにはどっちでもいいの。

ただあたしが大倉忠義という人を好きだという

事実に変わりはないから。

そう思えるようになった。

相方空（＠章大）ってﾎﾝﾄ尊敬しちゃうぐらい

こうゆうことに強いの。

章大のことで弱音はいたことなんて１度もないし。



あたしはすぐｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞになっちゃうんだけど

少しでも空を見習えられたらいいなぁって思う。

あたしももっともっと強い子になりたい。

でもあたし忠義のことで悩んでる自分嫌いじゃないんだよね。

前が見えてきた時に一歩成長出来た気がするから。

気持ちの再確認も出来るし。

あたしはそっちの方が大事かなぁ。(笑
あたしはすぐ忠義のことあらぬ想像をして

凹んだりするんだけど

でも立ち直りは早いよ[:パー:]（笑
なかなか忠義に気持ちが戻らなかったこともあったけど

今考えたら何で???って感じだし。
あたしは忠義が好きです[:ハート:]
忠義にもし何か事情があったとしても

好きだと言える人間でありたいと思う。

それが大倉担として４年以上愛してきたあたしの責任。

好きだと言うのは簡単だ。

誰でも言える。

でもその言葉に気持ちがこもってなければただの言葉なんだよね。

だからあたしは全身全霊で大倉忠義を

愛していきたいと思う。

忠義だって１人の男。

恋だってする。

あたしはむしろ忠義の恋を応援したいと思う。

あたしの愛した男、大倉忠義の幸せに繋がるんだもん。

いつも幸せで笑っていて欲しいから。

毎日の活力になるなら恋のひとつぐらいして

欲しいなって逆に思うよね。

話は変わって。

米花くんの連載、読みました。

もうなんか米花くんのｺﾒﾝﾄにどれだけ忠義が

頑張ってるかがわかってやっぱり

大倉忠義って人はすごいんだなぁって思った。

改めて尊敬。

なんか米花くんにも忠義さん、気に入っていただけて



嬉しいです[:ハート:]
光一くんとも忠義、食事に行って熱く語ったらしいし。

貴重な経験ですよね。

座長とひとつの舞台について語り合えるなんて。

町田さんが知ったらｼﾞｪﾗｼｰですよ[:パー:]（笑
町田さん、座長大好きですもんね[:ハート:]
忠義ってすごく緊張しぃだけど

でもその場になんとなく馴染める空気を持ってるんですよね。

だからやっぱりみんなにも愛されてると思うし、

Webで見るたびに嬉しく思います。
なんか勝手にその場想像して萌えてます[:揺れるハート:]
あたし、忠義の一歩引いたｽﾀﾝｽが好きです。

決して前に出ることなく（舞台は別として）

いつもｽﾀｼﾞｵの後ろの席で爆笑してる忠義さんが大好きです。

これからもそんな大倉忠義で居て欲しいと思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.18 Mon 眠さMAX。

大倉担まひるですけどもー。

[:携帯:]のﾒｱﾄﾞ変更しましたぁ。
まだ全然周りにも知らせてないし、

いろいろ登録とかもやってないんですけどね[:悲しい:]
明日ﾎﾞﾁﾎﾞﾁやるんでしばしお待ちを[:パー:]

ﾔﾊﾞｽ。

「犬神家の一族」見てますた。

帰ってきたらﾏﾏﾝが見てて

見なくちゃって言ってたらﾏﾏﾝが

「まひるﾁｬﾝはこうゆうの好きよね。」って人のこと

悪趣味みたく言うので

ﾏﾏﾝのｴｲﾘｱﾝの方が悪趣味だと言ってやりました。（笑

あたし、ﾎﾝﾄ子供の頃から金田一ｼﾘｰｽﾞが好きで。

なので自動的に「金田一少年の事件簿」も好きなわけで[:てれちゃう:]
「犬神家の一族」と「八墓村」はかなり見てます。

本も読んだし。

（↑相当好きらしい。

まぁ、そんな親子ですけどどうぞよろしく[:グッド:]

そういや、まだSHOCKの忠義のﾎﾟｽﾀｰ開いてないのよね[:悲しい:]
なんか未だにﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞのﾎﾟｽﾀｰとﾏｼﾞｻﾏのﾎﾟｽﾀｰだもん[:たらーっ:]
ﾏｼﾞね、ﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞのﾎﾟｽﾀｰ大好き[:ハート:]
すっごい忠義(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲんだもん[:ハート:]
そろそろ他のﾎﾟｽﾀｰに変えてあげた方がいいかしら???
他の忠義ﾎﾟｽﾀｰがｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)してるかもだし[:悲しい:]
ただﾁｮﾝｺﾞﾒﾝね[:汗:]



なんかそういえば最近ｴｲﾄを全く見てないんだよねー[:悲しい:]
まだﾌﾟﾚﾐｱﾑも見てないし[:悲しい:]
むちゃ∞ﾌﾞﾘに至っては３週見てないし[:悲しい:]
まぁ、民ﾁｬﾝの葬儀とかあったから仕方がないんだけどね。

明日は必ず見ようー[:ハート:]
なんかだって結局SHOCKで忠義見たのが最後のような···｡[:悲しい:]
それって２月２日ですよね???
eighter失格じゃないでつか???[:パー:][:悲しい:]
ヽ(゜△゜lll)ノ

なんかむっちゃ眠いんですけど[:パー:]
もう半目[:眠たい:]
半目で思い出したんだけど

あたし、普段から結構半目で。(笑
睡眠薬の量が多いのでどうしても昼間も

眠いのね。

それで半目なんだけど

甥っ子に「まひるﾁｬﾝ寝てる」ってよく注意されるんですよ[:たらーっ:]
寝てねーよ[:パー:]

短いけど眠さの限界なので。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もおなじみの方も

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.19 Tue まだまだなあたし。

大倉担まひるですけどもー。

だいぶ日が沈むのが遅くなりましたね。

春も近いのかなぁとか期待しちゃいます[:てれちゃう:]
でもまだまだ寒い日は続きそうですね[:悲しい:]
でも春とか秋って短いですよね。

なんか暑い日や寒い日の方が断然長い気がします[:悲しい:]
あ。あたし今ｼｰｽﾞﾝまだ風邪ひいてないんですよ[:チョキ:]
夏風邪でこりたとゆーか[:たらーっ:]
まぁ、こりたと言ってもひくときゃひくんですけどねぇ。(笑

久々にSHOCKの忠義の写真眺めてました[:ハート:]
ﾏｼﾞｽﾃﾁ[:揺れるハート:]
亮ﾁｬﾝに子豚[:豚:]と言われたﾋﾟﾝｸのｽｰﾂも
ｽﾃｷです[:ハート:]
なんか髪が長かった時はだいぶ大人っぽかったけど

今は年相応とでもいいましょうか。

(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲです[:ハート:]
忠義はﾀｰﾝがうまく出来るようになったのでしょうか。（笑

なんか忠義のことまだまだ見落としてる部分たくさんあるんだなぁって

思いました。

ﾏｼﾞでSHOCK、DVD化にならないかなぁ[:ハート:]
もうあたし的には忠義の出たものはすべてDVD化して欲しいぐらいで。(笑
ｻﾏｽﾍﾟとかすば倉BANDとか。
もうｻﾏｽﾍﾟは１番好きなのがﾏｼﾞｻﾏ。

倉安の妖精ｺﾝﾋﾞも可愛かったし、

あたし的には丸ﾁｬﾝのｵｶﾏｷｬﾗ最高[:グッド:]
あとすばるもすごくかっこよかったし

あたしは大好きだったなぁ[:ハート:]



また後で書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.20 Wed 募る想い。

大倉担まひるですけどもー。

有閑倶楽部のDVD-BOX予約しちゃった[:ハート:]
救いだったのが歌姫のBOXと発売月が違うってこと。
一緒だったら絶対買えないもん[:悲しい:]
なんか姿三四郎のDVDが５月発売で
それも欲しかったんだけど

５月とかｴｲﾄｺﾝありそうだしなぁ。

有閑倶楽部のBOX予約するのもﾄﾞｷﾄﾞｷだったんですけど[:パー:]
春ｺﾝの日程出てから予約しようかと思ったんですが

それではたぶん予約いっぱいになって予約出来ないんじゃないかと

思ってﾌﾗｲﾝｸﾞです[:パー:]

なんか夕方から左耳の奥が痛いんですよ[:悲しい:]
傷がついたか中耳炎かと思うんですけど

２〜３日痛みが続くようなら[:病院:]行ってきます。
なんか[:家:]に居るとしょっちゅう耳ﾎｼﾞﾎｼﾞしてますもん[:たらーっ:]
どんだけ〜!!!![:パー:]

なんか今日、久々にむちゃ∞ﾌﾞﾘ見たんですけど
忠義が居ないので寂しかったです[:悲しい:]
なんかそろそろ動く忠義が見たいです[:ハート:]（切実
うーん。２日に生忠義観ましたけど

なんか観た後って余計に恋しくなったりしませんか???
今、非常に切ないです[:悲しい:]
早くむちゃ∞ﾌﾞﾘとか歌番組で忠義が見たいです[:ハート:]
[:テレビジョン:]でもいいんです。
生じゃなくても動く忠義がやっぱり定期的に

見たいなぁと思います。



そんなこと言ったら舞台で頑張ってる忠義に

申し訳ないんですけどね[:悲しい:]
もう次のお休みはいっぱい忠義の映像を見たいと思います[:ハート:]
久々に「４７」でも見ましょうかねぇ。

(*´д`)ｱﾊｧ。
あ。そういえばしばらくむちゃ∞ﾌﾞﾘを見ない間に
章大が髪切って男らしくなってた。（笑

個人的にはそっちの安田の方が好きなんですけど[:パー:]（笑
あーぁ。８１８観に行きたかったなぁ。

なんか観れなかったことがやっぱりすごく悔しいし、

松原も結局行けなかったからあたし、

今年運ないのかなぁなんて思ってます。

(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝ

あ。なんか昨日、夢見たんですよ[:パー:]
あたしのｦﾀ関連の夢ってだいたい大阪のﾎﾃﾙに泊まってる夢なんですよ。

で、忠義が「まもりたい」を歌ってるのを

１番前で見るってゆーなんてHAPPYな夢なんだ[:ハート:]
まひるたそ失神寸前です[:揺れるハート:]
(*´д`)ｱﾊｧ。
久々のただﾁｬﾝにﾄﾞｷﾞﾏｷﾞしてしまいました[:ラブ:]
もう夕方なんてSHOCKの写真見ながら夢を思い出して
ﾆﾔﾆﾔしてました[:てれちゃう:]
あぁ。もうなんてただﾁｬﾝって男前なんだろう。

まひるたそ、ただﾁｬﾝと手を恋人つなぎ出来たら

死んでもいい!!!!!![:ラブラブ:]
あぁ。でも恋人つなぎ出来たら次はﾁｯｽですよね[:ラブ:]
やっぱりﾁｯｽしたいから死にたくない[:悲しい:]
まぁ、まぁ、そんなのまひるの妄想の世界だけの

話なんですけどねぇ[:悲しい:]

そうそう[:携帯:]のﾒｱﾄﾞ変更のお知らせが難航してまして(笑
まだ半分ぐらいしかお知らせ出来てないんですよ[:パー:]
明日中には終らせたいと思ってますので

まだの方はしばしお待ちを[:パー:]



しかも弟にﾒｱﾄﾞ変更のお知らせしたら戻ってきちゃって

何ー???
弟は姉にﾒｱﾄﾞ変更のお知らせもｽﾙｰするのかい???
って思って嘆いていたら弟も昨日[:携帯:]をｱｰﾕｰに変えてて
さすが兄弟[:グッド:]
ﾀｲﾐﾝｸﾞも一緒かよ!!!![:パー:]ってな感じで
今日ﾒｱﾄﾞ交換しました[:ぴかぴか:]

なんか今日はﾏﾏﾝとご飯食べながら２時間ぐらい話してて。

最近ﾏﾏﾝが忙しくてろくろく話も出来てなかったので

いろいろ報告なんぞしてました[:ぴかぴか:]
なんかﾏﾏﾝがあたしは男の子２人と女の子１人の子供に

恵まれて幸せだよって言ってくれたのが

嬉しくて[:てれちゃう:]
民ﾁｬﾝもﾎﾝﾄの孫として可愛がってくれたし

あたしはﾎﾝﾄにこの家族に出会えて幸せだなぁって思いました。

ありがとう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.20 Wed 理屈じゃ解決出来ないこともある。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は小学校の時、仲良かった友達がｵﾝﾊﾟﾚｰﾄﾞで

出てくる夢で。

なんか懐かしかったなぁ。

でもその後ちょっとうなされて

朝４時半頃に目が覚めてこのままじゃ

続きを見ると思ってお茶飲んで１５分ぐらい

休憩してからまた寝ました。

で、職場に早く着いたので[:携帯:]いじいじしてたら
[:メール:]がきてたので[:メール:]読んで
あぁ。そっかぁ[:悲しい:]
ってちょっと寂しくなったけど

友達がずっとずっと悩んで決めたことだから

受け入れないといけないんだなぁなんて思いつつ

返事を返しました。

なんかうまく言葉に出来なくてｺﾞﾒﾝね[:悲しい:]
でも友達にはいつも笑っていて欲しいから。

だから幸せな道を歩いて欲しいです。

あたしはあたしで今まで通り頑張るからね[:チョキ:]

只今、HDDの容量空けてる最中です。
もう年末に再放送の番組いくつも録画して

全然落としてなかったから

とりあえず「SP」の１話〜４話を焼いてます。
もう今夜頑張って「SP」の分ぐらい全部空けてしまおう。
あとﾗｲｱｰｹﾞｰﾑとかも録画してあるんだよなぁ。

ﾗｲｱｰｹﾞｰﾑは明日やろ。



そうそう、あたし最近やっと が食べれるようになったの。(笑
いや、今までも食べれたんだけど

[:家:]で 出ると凹んでたのね。

でもただﾁｬﾝのおかげで が大好きになりました。

I[:ハート:]
まぁ、 食べたらすぐ歯を磨かないと気持ち悪いのは

変わってないけどね[:たらーっ:]

あぁ。明日はDVD祭りだなぁ[:ハート:]
「４７」も観て忠義の出てるDVDいっぱい観て
充電しなくちゃ[:てれちゃう:]
なんか最近全然見てなかったもんなぁ[:悲しい:]
「４７」も観てて苦しくなるから結局１回しか観てないし[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
まぁ、苦しくなるってゆーか切なくなるのよね。

あのﾂｱｰはﾎﾝﾄあたしの中で１番考えさせられたﾂｱｰだったし、

忠義のこと見てるのがつらいって感じたのね。

いろんな話が飛び交って忠義のこと見てるのがつらいって。

でも結局それはあたしが忠義のことを

理解しようとか好きだからとかそう思ったから

つらかったんだよね。

ｦﾀ卒しようかと考えたりもした。

でも結局あたしには忠義から離れることは出来なかった。

悔しい思いもたくさんしたし、

何で???って思うこともたくさんあった。
でもあたしには忠義から離れることは出来なかった。

今もそう。

今もいっぱい忠義のことで思い悩むことは

あるけど結局好きなんだよね。

あたしってﾊﾞｶだなぁって思う部分もたくさんある。

時には厳しいことも言うけど

でもそれはあたしなりの忠義への愛情だし、

好きだから直して欲しいなとか気をつけて欲しいなって

思うことは正直に言うよ。

それは忠義が憎いとか嫌いだからとかじゃなくて

好きだからこそ言える言葉なんだよね。



だから忠義のこともっとこうして欲しいとか

言えることは大切。

でもぶっちゃけ理屈で解決出来ないことは

たくさんある。

きっといつか忠義だけじゃ支えられないことも

出てくるかもしれない。

その時はその時かなぁなんて思ってます。

今は今を大切に生きるのみ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.20 Wed 東京千秋楽おめでとう。

大倉担まひるですけどもー。

８１８、東京千秋楽おめでとう。

無事に東京公演を終えることが出来て

ﾎﾝﾄに良かったと思います。

SHOCKの休演日に忠義も観に行ったそうで。
なんか思うんだけど

やっぱり芸能界で生き残れる人って

多芸ですよね。

そうゆう意味ではすごく章大のこと尊敬しています。

でもみんな歌もうまいし、お芝居も出来るし、

楽器もそつなくこなしてしまうし、

ﾀﾞﾝｽもすごくｶｯｺｲｲし。

嵐の大野くんみたいに個展開いちゃう人もいるし。

章大にはやっぱり人と違うことをやって

欲しいなぁって思います。

そのひとつが今回の８１８だったんじゃないでしょうか。

まだ大阪公演残ってるんで

残りあと少し頑張って欲しいなって思います。

そしてｴｲﾄ春ｺﾝの日程出ましたね。

なんか横Aが予想してたよりも断然早くてびっくりしました。
ﾏｼﾞ金ねー[:悲しい:]
有閑倶楽部予約しなきゃ良かったなぁ[:悲しい:]
でも欲しかったんだもん[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞ(;´Д⊂
もう今からお金のこと考えると頭がﾊﾟﾝｸしそうです[:悲しい:]
そんなわけで大阪にも行きたかったんですけど

しばらく自粛方面で[:パー:]
あ。横Aは行きますよ。



たぶん１公演だけだと思うけど。

でも民ﾁｬﾝの４９日とかもあるから先の日程が

よくわからないんですよねぇ[:悲しい:]
そんなわけで最悪横A行けないかもなんですけど[:パー:][:悲しい:]
まぁ、明日ﾏﾏﾝに聞いてみますよ[:パー:]
なんかでも久々のﾗｲﾌﾞになるわけで

どんな曲歌ってどんな演出でとかもっそい

今から気になるわけですよ[:パー:]
楽しみだなぁ[:ハート:]
やっぱりｿﾛ曲とか変わったりしますよね???
あぁ。やっぱり観に行きたいなぁ[:悲しい:]
日程はWebやｼﾞｬﾆﾈに載ってるので
特に載せません。

まぁ、他のﾌﾞﾛｸﾞさんでも載せてますしね。

（↑もっそい不親切なあてくし[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.21 Thu SAMURAI　GIRLS

大倉担まひるですけどもー。

右側のﾊﾞﾅｰにありますように

ｺﾞﾙﾌとﾏｲｸの日本のﾌｧﾝのｱﾋﾟｰﾙの場となりますように

SAMURAI　GIRLSというﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに参加しました。
ｺﾞﾙﾌとﾏｲｸにﾒｯｾｰｼﾞを送りたい方は

ぜひ参加してみてください。

もちろんあたしも参加する予定です。

締め切りが２９日までなので

ぜひお急ぎください。

詳しくはﾊﾞﾅｰをｸﾘｯｸお願いします。

せっかく日本でもﾃﾞﾋﾞｭｰしたのに

何も活動がないのはやっぱり寂しいじゃないですか。

だからあたしは２人が日本でｺﾝｻｰﾄを行えるような

そんなことが出来たらいいなって思います。

もう日付変わっちゃったんですけど

昨日はｺﾞﾙﾌの誕生日だったんですよね。

ｺﾞﾙﾌ、本当におめでとう。

日本にもたくさんの２人を応援する人が

いることを知ってもらえたらいいなって思います。

あたしがｱｼﾞｱの海外ｱｰﾃｨｽﾄに興味を持つきっかけと

なったのがｺﾞﾙﾏｲの存在でした。

それから韓国に広がってｼｭｼﾞｭ（super junior）やSS501や
東方神起を知るようになりました。

だからｺﾞﾙﾏｲには頑張って欲しいのです。

せっかく日本でﾃﾞﾋﾞｭｰしたんですもん

日本のﾄｯﾌﾟｱｰﾃｨｽﾄを目指して欲しいと思います。



SAMURAI GIRLSの参加協力お願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです♥

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.21 Thu Baby&#9829;Baby&#9829;Baby&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

内容は詳しくは知らないんですけど

２月２１日（木）←今日ですね。

２２：５４〜２３：００

ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ「夢写真」に博貴出ます[:ハート:]
ﾁｪｷってね[:チョキ:]
さっきﾔﾌｰの番組表で見ました。

あ。あと右側のｺﾞﾙﾏｲのﾊﾞﾅｰもﾁｪｷってね[:ハート:]
ちなみにまひるたそも参加してるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで

ﾀｲで活躍してるｺﾞﾙﾌとﾏｲｸに日本のﾌｧﾝの声を届けようってゆー

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで全国どこに住んでても参加出来るﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄです[:ハート:]
詳しくはﾊﾞﾅｰをｸﾘｯｸしてねん[:ハート:]
あたしはｺﾞﾙﾌが好きなんですが

日本でｼﾝｸﾞﾙやｱﾙﾊﾞﾑを出してるにも関わらず

活躍の場がないじゃないですか???
やっぱりそれは寂しいと思うんです。

だから少しでも多くの日本のﾌｧﾝの声を届けて

日本の番組に出たりｺﾝｻｰﾄなど出来るようになったらいいなって

思うんです。

頑張りましょう[:グー:]

つーか最初の頃は出来たんですけど

最近やってみたらHDDからDVDに焼いて自分のDVDﾚｺｰﾀﾞｰなら
見れるんですけど他のDVDﾃﾞｯｷだと見れないんですよ[:パー:]
なんで???
ちゃんとﾌｧｲﾅﾗｲｽﾞもやってるのに。

誰か詳しい方いたら教えてください。



あたしがこんなに機械ｵﾝﾁになることがあり得ない。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
もうだって説明書とか読むのめんどくさいんですもん[:悲しい:]
（↑最悪[:パー:]
何気ﾘﾓｺﾝに隠し扉があったし。(笑
なんか説明書に「録画ﾓｰﾄﾞ」のﾎﾞﾀﾝが書いてあって

ずっとﾘﾓｺﾝの録画ﾓｰﾄﾞのﾎﾞﾀﾝ探してたんですよ[:パー:]
３０分ぐらい眺めててもないわけ[:悲しい:]
で、軽くｲﾗっとして説明書でﾎﾞﾀﾝの配置のﾍﾟｰｼﾞを見たら

下がｽﾗｲﾄﾞするのよ[:パー:][:びっくり:]
隠し扉がありました[:びっくり:]
まぁ、なんで隠されてるのかはよくわからないんですけどね[:悲しい:]

今日、結局すっごい眠くて寝てた[:悲しい:]
一応朝８時ぐらいには(｀·ω·´)ｼｬｷｰﾝってなるんだけど
その後ｳﾀﾞｳﾀﾞになって

結局寝ちゃうってゆーね[:悲しい:]
１５時ぐらいまで寝てました[:悲しい:]
すまねぇ[:汗:]
ただﾁｬﾝ、ｵﾝﾊﾟﾚｰﾄﾞのはずが!!!![:パー:][:悲しい:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
そしてすでに眠いあてくし[:パー:]
ﾚｺﾒﾝまで起きていられるかなぁ。

やっぱｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞとか流すよね???
(*´д`)ｱﾊｧ♥

出た!!!!!
忠義、あの強烈ﾊﾟﾝﾂはいてるのね[:ハート:]
忠義のBabyﾁｬﾝよ、抵抗するなかれ[:パー:]（笑
でもね、あれはあたし的にやっすんにいつも見られてるような

感覚だと思うのでちょっと恥ずかしいです。

まぁ、あのｶﾞﾗｶﾞﾗも恥ずかしいんですが[:パー:]
でもただﾁｮﾝが持ってるならあたしも欲しいなぁ[:ハート:]
（↑動機が不純なあてくし[:パー:]
でもすごい肌触りがいいと聞きました[:ハート:]



それよりもあたしはただﾁｬﾝのBabyﾁｬﾝが気になります[:パー:]
(*´д`)ｱﾊｧ♥
（↑THE変態[:パー:]
ヨコはﾒﾝﾊﾞｰのBabyﾁｬﾝを見ただけで誰か
わかるってむちゃ∞ﾌﾞﾘで言ってましたよね???
ヨコはそんなにBabyﾁｬﾝをｶﾞﾝ見してるんでつか???[:びっくり:]
ただﾁｬﾝのも見られちゃってるのねぇ[:びっくり:](笑
キャ(〃▽〃)
はぁ。１日ヨコと入れ替わりたいです[:ハート:]
特にﾂｱｰ中!!!![:パー:]
ただﾁｮﾝと一緒にｼｬﾜｰ[:ハート:]
はぁ。幸せです[:揺れるハート:]
（↑THE変態ﾊﾟｰﾄ2[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.23 Sat 夢に向かって。

おはよー[:おてんき:]
大倉担まひるですけどもー。

昨日はﾌﾞﾛｸﾞも書かずに早く寝ちゃったんで

今日は早起きです[:ぴかぴか:]

昨日はﾀﾓｽﾃを見て「耳をすませば」を見て寝ました。

ﾀﾓｽﾃはNEWSだったんですけど
最後すっごい雨降らしの演出で

みんなびしょぬれで風邪ひかないかなぁ???
ってちょっと心配になりました[:ポロリ:]
で、「耳をすませば」なんですがあたしこれ大好きなんですよ[:ハート:]
なんかあんなに一生懸命でｽﾃｷな恋に憧れます[:ハート:]
もう「天沢聖司」かっこよすぎる!!!!![:ハート:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
まだ中学生なのにやりたいことがﾊｯｷﾘしてて

すごいなぁって。

あたしが中学の時なんてﾉﾎﾎﾝと暮らしてましたよ[:パー:]
でも高校入ってやりたいことすぐ見つかって。

まぁ、結局親の反対にあって断念するんですけど[:悲しい:]
今、考えたら意地でも貫き通せばよかったかなぁって思います[:たらーっ:]
あたしの１番目の夢って音楽だったんですよね。

ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾆｱになりたかったんですよ。

うちの親からしたらそれは未知の仕事で

大反対にあいまして結局裁縫とか好きだったんで

ﾊﾟﾗｷｽ読んでこれだ!!!!って思って
ﾊﾟﾀﾝﾅｰ目指して頑張るんですけど[:パー:]
でもまだ夢は叶ってないし、

まだまだ夢の途中です[:汗:]

なんか時々忠義が羨ましく思います。

好きなことを仕事としてるわけじゃないですか???



小学生の頃からの夢を叶えて

頑張ってるじゃないですか???
羨ましいし、やっぱりすごいなぁって思います。

努力だけじゃどうにもならないことたくさんあるわけじゃないですか???
でも忠義は周りの支えもあって

今のﾎﾟｼﾞｼｮﾝがある。

ｽﾃｷなことだなぁって思います。

尊敬しますね。

あたし、基本的に好きな男の人の条件って尊敬出来る人なんですよ[:パー:]
それでいて天然な人。（笑

仁ﾁｬﾝは別としてあたしずっとそれで好きになってた。(笑
今もそう。

忠義も天然だしねぇ。

相葉ﾁｬﾝとか辞めていった某関ｼﾞｭくんとか。

話逸れたけどあたしはあたしで頑張らなくちゃなぁ[:グー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.24 Sun かたりたい.jp

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ変更しました[:ハート:]
なぜか余裕のない土曜日の夜にやることが多いんですよね。

何ででしょう???
なんかちょっと春っぽくて気に入ってます[:ハート:]
そろそろもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞのﾃﾝﾌﾟﾚも変更しなくちゃなぁ。

更新すらしてないってゆーね[:悲しい:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

昨日、ﾏｷさん（＠忠義）からSHOCKの写真が送られてきまして[:ハート:]
もうｳﾊｳﾊ[:ラブラブ:]
あぁぁぁぁぁぁぁあ。

もうただﾁｮﾝがｽﾃﾁ[:揺れるハート:]
まひるたそ、死んじゃう。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにﾏｷさんありがとうー[:ハート:]
お礼のお手紙書きますんで待っててくださいねー[:ハート:]
非常に亀ですけどヽ(●´ε｀●)ノｷﾆｼﾅｲでください。（笑
あぁ。SHOCKも残すとこ後３日となりましたね。
今回はいろんなことがあったSHOCKでしたけど
あたしはﾎﾝﾄにその場に立ち会えたことを

ﾎﾝﾄに嬉しく思ってます[:ぴかぴか:]
忠義、光一くんを始めとするｶﾝﾊﾟﾆｰのみなさん、

ﾎﾝﾄにありがとうございました[:てれちゃう:]
あと３日間、気を抜かずに最後まで頑張って欲しいなって思います。

でもMAの連載でただﾁｬﾝの話が見れなくなるのかと
思うと寂しいですね[:ポロリ:]
SHOCKが終ってもMAの皆さん、ただﾁｬﾝをﾖﾛｼｸお願いします[:ぴかぴか:]
もちろん光一くんも[:パー:]
また細かい話は千秋楽を迎えたら書きたいと思います。



くらりある

相変わらず面白いですねぇ[:ハート:]
あたし、忠義の書く文章が好きです[:ハート:]
なんかほっこりとした空気が流れていて

あたしは好きです[:ハート:]
あたしも忠義のように才能ある文章が書けたらいいんですけど[:パー:]
まだまだ未熟者です[:悲しい:]
なんかいつか大倉忠義さんを目の前にして

自分の気持ち伝えられる時がきたらいいなぁなんて思ってます。

(↑一生無理だと思いますが[:パー:]（笑
でもそんな夢を見てもいいじゃないですか???
夢は夢。考えるのは自由です[:チョキ:]
(↑相変わらず痛い子です[:パー:]

あ。右側のｺﾞﾙﾏｲのﾊﾞﾅｰ、ﾁｪｷってね[:ハート:]
まひるたそも参加してるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄなんだけど

せっかくｺﾞﾙﾏｲが日本でもCD出してるのに
活躍の場がないじゃないですか???
それはもったいないと思うんです。

だから日本のﾌｧﾝからの声を募集してます。

２９日が締め切りなのでお急ぎください。

少しでもたくさんの日本のﾌｧﾝの声を

ｺﾞﾙﾌとﾏｲｸに届けたいと思ってます。

ご協力お願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

始めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.24 Sun 歯ーがーいたーい♪（ｷﾞｶﾞﾝﾄﾅﾂｶｼｽ

大倉担まひるですけどもー。

今日の夕飯が だったんですけど!!!![:パー:]

I[:ハート:]

こんなことでﾃﾝｿﾝ駄々上がりなあてくしは日本一めでたいやつだと

思う。（ｱｰﾒﾝ[:てれちゃう:]
でもね、でもね、残念なことが一箇所。

それは親知らずが痛むこと[:下向き:][:下向き:][:下向き:]
あたしご丁寧に親知らず４本も生えてるのよ[:パー:]
２本抜いたんだけどまだ２本残ってて。

それが時々痛むの[:悲しい:]
(っω；`。)スンスン
最近痛む頻度が高いから歯医者行った方がいいらすぃ。

ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
来週歯医者行こうー[:悲しい:]
やっぱり疲れると特に痛むからね[:悲しい:]

昨日、結局寝てないんだよなぁ[:悲しい:]
全然眠くなくて朝まで[:パソコン:]ｲｼﾞｲｼﾞしてた。
まぁ、ｹﾞｰﾑなんですけど[:パー:]
いや、久々に[:パソコン:]でｹﾞｰﾑやったけど
面白いね[:チョキ:]
あとね、兄弟内でﾓﾊﾞｹﾞｰやってるの。(爆笑
兄ちゃんと兄ちゃんの奥さんと弟とあたしで。(笑
なんかしかも他人の振りして。(笑



あたし最初弟から招待がきて参加したんだけど

他のﾒﾝﾊﾞｰが誰か知らなくてやってて。(笑
あたしは今日正体知ってﾊﾞﾋﾞｯたもん[:びっくり:]
まぁ、これからも他人の振りして続けるんですけどね[:猫2:]
まぁ、そんなわけでもっそい身内でやってる

ﾓﾊﾞｹﾞｰなのでそっとしといてくだﾊﾟｲ[:ハート:]
なんかもっそい気持ち悪くない???（笑
あたしだけﾌﾞﾛｸﾞも書いてるんだけど

身内に見られるﾌﾞﾛｸﾞってもっそい恥ずい。

(〃▽〃)
あたし家の会社の[:パソコン:]使ってた時も
ｱｶｳﾝﾄ別で作ってやってたから家族には見られないよう

ひっそりこっそりやってたからねぇ[:てれちゃう:]
ﾔﾊﾞｽ[:てれちゃう:]

ﾔﾌﾞｧｰｲ。

東方神起の「TRICK」ｼﾘｰｽﾞの[:CD:]買うお金がない[:悲しい:]
もうだってすでにﾕﾁｮﾝの買ってないもん[:悲しい:]
初回盤が欲しいんだけどもう買えないよね???
予約とかも全然してないんですけど[:パー:]
しかも「TRICK」企画のﾒﾓ帳山梨では売ってないんですけど[:パー:][:パー:][:パー:]
でも全部集めるとﾒﾓ帳だけで３０００円ぐらいするんですけど[:パー:][:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
なんかね、１月、２月とﾄﾝのﾒﾝﾊﾞｰ３人の誕生日があるわけですよ。

それで誕生日のお祝いﾒｰﾙを送ったんですよ。

ﾄﾝのﾓﾊﾞｲﾙ（略してﾄﾝﾓﾊﾞ）から送れるようになってて。

それでｼﾞｪｼﾞｭﾝとﾕﾉのお礼のﾑｰﾋﾞｰはもう届いたのね[:ときめき:]
もう２人ともすっごい可愛くて[:ハート:]
心臓ﾊﾞｸﾊﾞｸ言っちゃって[:ラブ:]
今月は残すとこあとﾁｬﾝﾐﾝ[:揺れるハート:]
そろそろ来る頃だと思うんだけど

最近いたくﾁｬﾝﾐﾝに恋してるからなぁ[:ラブラブ:]
またときめいちゃったらどうしよう。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あぁ。ｼﾞｬﾆWebでもやればいいのに[:悲しい:]
ﾑｰﾋﾞｰは無理でもﾒｰﾙでもいいんだよなぁ。



とりあえずｼﾞｬﾆWebに要望出して見ます???（←誰に聞いてるの???
誕生日祝いのﾒｰﾙを受け付けてくれるように。

まぁ、今年のただﾁｮﾝの誕生日はたぶん

「くらりある 」の感想が送れるでしょ???
だから予定の確保は出来てるんですが[:パー:]
頼むよ。くらっちょ。

ﾋﾞｼｰっとした誕生日祝いのお礼ｺﾒﾝﾄ頼むよ[:パー:]

じゃ、またｹﾞｰﾑに消えます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.25 Mon いよいよ内博貴&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

いよいよ「一瞬の風になれ」の放送が

始まりますね[:ハート:]
もう昨日からﾄﾞｷﾄﾞｷで[:ラブ:]
なんか今日、１２時出勤だったんだけど

いいともが見たくて遅れて行こうかと思ったもん。（笑

まぁ、まぁ、普通に出勤したんですけど[:パー:]
博貴の復帰に事務所もすごく力を

入れてるのを感じるし、

ここで認められたらｴｲﾄ復帰もあり???
とかちょっと都合よく考えてます[:チョキ:]
やっぱり亮ﾁｬﾝと博貴が誰よりも望んでることだし

事務所の人も理解して欲しいなぁって思う。

「ﾕｰ、戻っちゃいなよ[:パー:]」

とか言わないかなぁってひそかに思ってます[:ハート:]

今日も親知らずが痛むんだけど

昨日よりはﾏｼなのでとりあえずご飯は食べれた。

ﾏｼﾞ昨日流し込むように 食べたもん。

そ、そ。なんで が食べれるようになったかというと

うちの の味が変わったからです[:ハート:]
前はｽﾊﾟｲｼｰ系であたしｽﾊﾟｲｼｰ系が苦手で。

香辛料とかﾎﾝﾄﾀﾞﾒで。

それがうちの ﾏｲﾙﾄﾞ系になったのよ[:パー:][:ハート:]



I[:ハート:]

なんかもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞ最近あんまり更新してなかったんだけど

昨日から更新頑張ることに決めました[:ぴかぴか:]
ﾃﾝﾌﾟﾚも新しくしたし[:揺れるハート:]
つなびぃ参照。

なんてったって「かたりたい.jp」だからね[:チョキ:]

そうそう、今日の夕飯、中華丼作るから帰りに

白菜買ってきてって言われたのね。

で、忘れそうになりつつも買って帰ったのよ。

なーのーに!!!!

「中華丼じゃなくていいよね???」
何それ!!!!![:パー:]
あてくしが中華丼好きなの知ってるくせに[:パー:]
心の中で「中華丼[:揺れるハート:]中華丼[:揺れるハート:]」って
思いながら仕事頑張ったのにー!!!![:パー:]
明日の夕飯が中華丼でありますように。

(-∧-；)　ﾅﾓﾅﾓ。

あ。そろそろﾄﾞﾗﾏ始まるんでまた後で[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.26 Tue 千秋楽おめでとう!!!!

ﾎﾝﾄに千秋楽お疲れ様でした。

このｶﾝﾊﾟﾆｰに忠義が参加出来たことを

嬉しく思います。

すごく周りにも助けてもらったと思うし、

勉強させてもらったなぁって思います。

忠義がこの舞台を通して学んだこと

絶対役に立つと思う。

だから自信を持って欲しいと思うし、

胸を張って欲しいと思う。

あたしは忠義の頑張ったら頑張った分だけ

自分の力に変えてしまうところが大好きだし、

尊敬出来る部分だと思う。

今回ﾎﾝﾄに行けるなんて思ってもなかったし、

行けるって分かった時はﾎﾝﾄに嬉しかった。

実際観に行って忠義の頑張りを感じて

ﾎﾝﾄに観にこれてよかったって思った。

忠義に元気をたくさん分けてもらった。

あたしも頑張ろうって思えた。

ﾎﾝﾄにお疲れ様でした。



思い出をありがとう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.26 Tue ８１８千秋楽おめでとう!!!!

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.02.28 Thu ｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞくん日記。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は疲れてﾌﾞﾛｸﾞ書く余裕もなくー[:悲しい:]
もう夕飯食べてからずっとｳﾀﾞｳﾀﾞしてて

「斉藤さん」見て「一瞬の風になれ」を見て

その後爆睡[:眠たい:]
あ。「一瞬の風になれ」の感想はまとめて書きますね[:チョキ:]

そ、そ。やっすいﾃﾞｼﾞｶﾒをﾔ○ｵｸで買ったの。

送料込みで２０００円。（笑

何に使うかというとﾌﾞﾛｸﾞ用です。

なので全然性能よくなくていいの。

ﾏｼﾞｶﾙﾒｰｶｰ（下のｴﾝﾄﾘｰで使った文字書くJUGEMさんについてるやつ）を
使いたかったんだけど

これまぁ、下みたいな使い方もありなんだけど

ﾎﾝﾄは絵を描いたり写真に文字入れしたりするためにあるのね。

でもあたし絵は描けないし、文字入れするような写真も[:パソコン:]には
入ってないし[:悲しい:]
だからいろいろ写真撮って[:パソコン:]に入れようかなぁと。
たぶん[:携帯:]でも大丈夫なのかなぁとも思うんだけど
ﾔ○ｵｸ見たらやっすいやつたくさん出てたからね[:ぴかぴか:]
まぁ、まぁ、そんなお金に余裕ないんですけど[:悲しい:]
今にも破産しそうです[:悲しい:]

モ(ﾟ∀ﾟ)━ウ( ﾟ∀)━( 　゜)━(　　)━(｀ 　)━ダ(Д｀ )━メ(´Д｀)
━ポ(;´Д｀)━━━!!!



今日、そのﾔ○ｵｸのお金振り込むために早く起きたんだけど

もう今眠くてねぇ[:悲しい:]
で、お昼寝するには全然眠くないのよ。

全く何なのさ。

もうすでに今日もｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞだもん[:悲しい:]

はぅ。今日で博貴のﾄﾞﾗﾏも終わるんだねぇ[:悲しい:]
なんか毎日見てたからちょっと寂しい[:悲しい:]
しかも録画失敗するし[:悲しい:]
なんかHDDﾄﾞﾗﾏ用に空けたんだけど
毎日で設定するところを毎週で設定しちゃって[:汗:]
ﾏｼﾞであり得ない[:パー:]
そんなわけで１話しか録画出来てないのね[:悲しい:]
ﾏｼﾞでﾄﾞｱﾎｳじゃん[:パー:]

じゃ、今からﾍﾞｯﾄﾞでｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2008.02.29 Fri 「一瞬の風になれ」を見て。

大倉担まひるですけどもー。

「一瞬の風になれ」全４話見ました。

なんか博貴の再ｽﾀｰﾄにふさわしいﾄﾞﾗﾏだったなぁって

思いました。

前向きに一生懸命頑張る新二と博貴がﾀﾞﾌﾞって見えて

涙なしには見られなかった[:悲しい:]
今回このﾄﾞﾗﾏの主役に抜擢してくださったことを

とても有難いなぁって思いました。

なんか見てて走るってすごく気持ちいいんだろうなぁ

って言うのが伝わってきたし、

４継という競技に感動したし、

あたしも今から何か頑張れるなら頑張りたいって

思わせてくれたﾄﾞﾗﾏでした。

そしてﾈｷﾞ（＠ゆーやん）にも泣かされた[:悲しい:]
元々遠藤雄弥くんは好きで実はひっそりこっそり

ｶｯｺｲｲのに３枚目を演じてしまうゆーやんが大好きです[:ハート:]
もうﾎﾝﾄ、ﾈｷﾞの姿しか知らない人はぜひゆーやんのﾌﾞﾛｸﾞ見て!!!![:パー:][:ハート:]
めっちゃ男前だから!!!![:パー:]
で。[:パー:]
あたし的にはﾊｾのｸｰﾙなｷｬﾗも好きでした[:ハート:]
もうｶｯｺｲｲんだから!!!![:パー:][:ハート:]
あたしは知ってるぞぉ。

８Jｵｰﾃﾞｨで入ってきて鼻の下にひげ生やしてたﾊｾを[:パー:]（笑
牛乳飲むと鼻の下が白くなるんだぞぉ[:パー:]（笑
なんかﾎﾝﾄ久々にﾊｾ見たけどめっちゃｶｯｺｲｲ!!!![:ハート:]
博貴と亮ﾁｬﾝのお芝居してるとこ見て

また２人で同じ土俵の上でお芝居やれるんだ。

良かったなぁって心の底から思った。

博貴は声もちょっと太くなってて

痩せっぽっちでもなくなってて



休んでる間にも頑張ってきたんだなぁっていうのが

すごくよくわかって

涙がこぼれた。

ﾎﾝﾄにいろんな意味でいいﾄﾞﾗﾏだったなぁって思えた。

ﾎﾝﾄにありがとうございました!!!!
博貴の再ｽﾀｰﾄは始まったばかり。

これからどう転がるかわからないけど

あたしは良い方向に向いて欲しいなって思うし、

やっぱりｴｲﾄに戻ってきて欲しいなって思う。

ひぇ〜[:冷や汗:]
あたしの深爪から生還した右手人差し指が

またしても脱落しました[:悲しい:]
また深爪です[:悲しい:]
まぁ、前回よりは全然ましなんですけど

ちょっと泣きました[:悲しい:]
せっかく伸びてきたばっかりなのに!!!![:パー:]
あたしの爪触ると分かるんですけど

ﾌﾟﾆﾌﾟﾆなんですよ[:パー:]
だからすぐ爪が割れちゃうんですよね[:悲しい:]
どえらくSHOCK MEです[:悲しい:]

あ。先週のﾀﾓｽﾃの亮ﾁｬﾝﾜﾛﾀ。

濡れてねぇー[:たらーっ:]（笑
気になってたんだけど亮ﾁｬﾝも気にしてたんだ???と思って。（笑
あれはちょっと恥ずいよね[:猫2:]
山久なんで激しく濡れてたのに!!!![:パー:]
あれはあれでおいしかったと思うあたしは病気ですか???[:パー:]

なんか今日、書くことないんだよねー[:悲しい:]
朝に弱いまひるたそはｽﾞｰﾑｲﾝが見れずに

お昼休憩にﾑｰﾋﾞｰ見てたってゆーね[:悲しい:]



萌えねぇー[:悲しい:][:下向き:][:下向き:][:下向き:]

まぁ、まぁ、今日もﾀﾓｽﾃ見ますか???[:パー:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.01 Sat ﾗﾌﾞﾚﾀｰ&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

えーと。

最近いろんなｸﾞﾙｰﾌﾟのﾗﾌﾞﾚﾀｰVer.が出回ってるので
いろいろやってみたいと思います。

まず関ｼﾞｬﾆ∞。

まひるちゃんへ

ずいぶん前のことになるけど、覚えてるかな？

3年前くらいに付き合っていた村上信吾です。
すごく短い期間だったから俺の事を恋人だって思ってなかったかもしれないけど…
俺は、恋人だったと思ってたんだ。

すれ違いばかりで連絡をとらなくなってたのだけど、どうしてもまひるちゃんに言いたい事があ

るから、手紙を書きました。

ゴメン。まず謝らせて。

あの頃は自分勝手で・・・わがままで・・・たくさん迷惑をかけちゃったな。

自分勝手すぎる理由で別れようと言ったり…。
少しだけど大人になった今、本当に後悔してるんだ。

本当にごめん。

そして今の俺はまひるちゃんの事を、どんなに忘れようとしても、あきらめようとしても、でき

ないんだ。

今頃になって、自分にとってまひるちゃんがどれだけ大きな存在だったのかに気づいちゃ



って・・・。

今も変わらず…いや、あの頃よりもまひるちゃんのことが大好きです。

今は横山裕と付き合ってるって、丸山隆平に聞いた。

もし俺の事が重荷になるようだったら、すぐにこの手紙を捨てて欲しい。

そして忘れて欲しい。

でも、もし、少しでも可能性があるなら…
3月4日18時に公園で待ってる、ずっと待ってるから。

村上信吾より 
↑あたしは今、ヨコと付き合ってるんですか???
うーん。ヨコを選ぶかヒナﾁｬﾝを選ぶか難しいなぁ。

あぁ。でも公園で待たれてたら行ってしまいそう。（笑

だって外まだまだ寒いもん。（←そうゆう問題???
つーか大倉忠義の名前が全く出てませんけど何か???

次、NEWS。

まひるちゃんへ

会う事も少ないし、話す事も多くはないんだけど、何かに夢中になっていないとすぐにまひるち

ゃんのことばかり考えてしまうんだ。

こんなに誰かのことを好きになるなんて、自分が一番びっくりしてるんだ。

気が付いたら公園で、東京ドームで、学校でまひるちゃんの姿ばかりいつも探してて、いないっ

て分かってるんだけど変だよね。

今日の朝、見かけたときに何度も話しかけようともしたし、何度も思いを告げたいと思った

んだ…。
でも、出来なかった。

俺はもう、人を好きになってはいけない、好きになる資格なんてない。

俺はもう、幸せにはなれないんだ・・・。

だけど、どうしてもこの想いは伝えたかったから。

手越裕也がまひるちゃんに興味あるって言ってた。



一番の親友の手越裕也なら、きっとまひるちゃんの事、幸せにしてくれると思うんだ。

お願いが一つあるんだけどいいかな？

まひるちゃんが好きなブレスレット、頑張って手作りで作ってみたんだ。

3月4日にお家に届くと思うから。喜んでもらえるといいんだけど・・・。
最後まで読んでくれてありがとう。

大好きだよ。小山慶一郎より 
↑工エエェェ(´д｀)ェェエエ工慶ﾁｬﾝですか???
あたしの中で結構縁遠い人なんだけどなぁ。（笑

で、たぶん１番の親友はｼｹﾞではないかと···。（笑

あたし的にはﾃｺﾞﾘﾝよりかは慶ﾁｬﾝに幸せにしてもらいたいです!!!!（切実

じゃ、KAT-TUNいきます。

まひるちゃん

まひるちゃんに初めて会ったのはテレアサだったね。

あの時は一目ぼれでした。

まひるちゃんのその笑顔に本気でほれちゃったんだ。

今までで３回告白したんだよね。。。

でも、その度に振られちゃってさ・・・。タイミングが悪いんだよなぁ俺・・・。

俺が凄く忙しくて困ってる時にかけてくれる優しい一言、体調が悪くて苦しい時に心配してくれ

る心・・・。

あきらめようと思ってもまひるちゃんのこと本気で好きになっちゃうんだ。

上田 竜也や中丸 雄一が、まひるちゃんの事を好きだって聞いちゃって、取られなくないって思っ
て4度目の告白。。。
さすがにしつこいって思ってるよな。。。

でもいいんだ。

俺はまひるちゃんの事を想い続けてるよ。

まひるちゃんにもらった、アルバムCDがいつまでも俺の宝物。
いつか俺に振り向いてくれる時がきてくれると信じてる。



田中 聖 
↑工エエェェ(´д｀)ェェエエ工
はたまた縁遠い人が。（笑

でも聖ってすごく大切にしてくれそうだよね。

うえぷかゆっちか聖かって言ったら

あたしたぶんうえぷだなぁ。（爆笑

で、ここからｼﾞｬﾆじゃなくなるので

軽く流してください。（笑

東方神起♥

まひるちゃんへ

えっと・・・実は昨日、チャンミンから相談があって、どうしても伝えて欲しいって内容なんだ

けどさ・・・。

チャンミン、まひるちゃんの事が好きなんだって。

それを伝えてって頼まれちゃってさ・・・。

以前にみんなで図書館に遊びに行ったじゃん？

その時にまひるちゃんと一緒に遊んでて、好きになっちゃったって言ってたよ。

まひるちゃんは・・・、チャンミンの事好き？

えっと、その、言いにくいんだけどさ、俺・・・、チャンミンは友達だし、付き合いも長いんだ

けどさ、俺もまひるちゃんの事が好きなんだ！

いや・・・チャンミンのことなんてどうでもいい。

俺、まひるちゃんと一緒にいたい、もう好きで好きでたまらないんだ！

俺の事、軽蔑したかな、当然だよね。

でも俺がまひるちゃんを好きだって気持ちは誰にも負けない。

覚えてるかな？

まだ二人とも小さかったとき、二人で親に内緒でボーリング場に行って、ブレスレットを買って



お互いにプレゼントしあったこと。

今でも俺の宝物なんだ。

3月4日の18時にボーリング場で宝物を持って待ってる。
ずっと待ってるから・・・。

ジュンス 
↑工エエェェ(´д｀)ェェエエ工
ｼﾞｭﾝｽですか???
あたしﾁｬﾝﾐﾝが好きなんですけどﾀﾞﾒですか???
厳密に言えばｼﾞｪｼﾞｭﾝが好きなんですけど!!!!
あぁ。なぜにこれだけやって両思いにならないんだろう。

ちょっと悲しくなってきた。

最後にSS501。

まひるちゃん

まひるちゃんに初めて会ったのは海だったね。

あの時は一目ぼれでした。

まひるちゃんのその笑顔に本気でほれちゃったんだ。

今までで３回告白したんだよね。。。

でも、その度に振られちゃってさ・・・。タイミングが悪いんだよなぁ俺・・・。

俺が凄く忙しくて困ってる時にかけてくれる優しい一言、体調が悪くて苦しい時に心配してくれ

る心・・・。

あきらめようと思ってもまひるちゃんのこと本気で好きになっちゃうんだ。

マンネやリダが、まひるちゃんの事を好きだって聞いちゃって、取られなくないって思って4度目
の告白。。。

さすがにしつこいって思ってるよな。。。

でもいいんだ。

俺はまひるちゃんの事を想い続けてるよ。

まひるちゃんにもらった、バックがいつまでも俺の宝物。

いつか俺に振り向いてくれる時がきてくれると信じてる。



ジョンミン 
↑工エエェェ(´д｀)ェェエエ工
出た!!!!今度はｼﾞｮﾝﾐﾝですか???
あたしはﾘﾀﾞが好きなんですけどぉー。（困惑

あとで本名でやってみます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.01 Sat ﾋﾅﾃｨﾌﾞごり押し。

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、今日も人が１人足りなかったので

忙しかったですよ[:パー:]
しかも怪しいお客さんが居て

３時間ぐらいずっとお店の中ｳﾛｳﾛしてて。

女の人なんだけど。

なんかあたしが思ったのはＯさんのこと好きなのかなぁって。

だって絶対Ｏさんに話かけるんだもん。

しかも買い物終って帰ったかなぁって思うと

また戻ってくるの。

それ３回ぐらいやってたよ[:パー:]
でも帰り際にあたしに「何度もすみません[:汗:]」って
言って帰っていった。（笑

激しく怪しｽ。

あ。そういえば、鹿男ね。

意外な展開!!!!![:パー:]
堀田さんが鹿の使い番だったなんて[:びっくり:]
あたしはてっきりきつねかと思った。

でも多部ﾁｬﾝかわゆす[:ハート:]
あたし多部ﾁｬﾝ大好き[:ハート:]
そしてﾘﾁｬｰﾄﾞがﾈｽﾞﾐだったなんて!!!![:びっくり:]
いやぁ、面白い。

なんか今回あたし的にﾊﾏってるﾄﾞﾗﾏあんまりなくて

斉藤さんと鹿男ぐらいで。

ﾊﾁｸﾛもとりあえず見てるって感じだし[:たらーっ:]
やっかし玉木さんよね[:パー:][:ハート:]



そ、そ。下のﾗﾌﾞﾚﾀｰのヒナﾁｬﾝの漢字間違ってるんだけど

特に修正もしてません[:パー:]（笑
いや、直そうかと思ったんだけど

なんかとりあえずそれで出てくるから

やっぱそのままの方がいいかなぁと思って。

でもね、ちょっと聞いて!!!![:パー:]
あたし本名でやっても違う名前でやっても

やっかしﾋﾅﾃｨﾌﾞなんですけど[:パー:][:パー:][:パー:]
そんなにヒナﾁｬﾝはあてくしのことが好きですか???[:パー:]
（↑逝け[:パー:]
なんか嬉しいんだか悲しいんだか[:悲しい:]
別にヒナﾁｬﾝのことが嫌いなわけじゃないよ[:パー:]
でもあまりにもﾋﾅﾃｨﾌﾞごり押しだからさぁ。（笑

ちなみにﾗﾌﾞﾚﾀｰの内容で言ったらｼﾞｭﾝｽのやつがぐっとくる[:てれちゃう:]
そんなあたしはﾁｬﾝﾐﾝが好きですが何か???[:パー:]
あれ???そういえばﾁｬﾝﾐﾝのB.Dﾒｯｾのお礼のﾑｰﾋﾞｰってきたっけ???

あぁ。今日、もっそい眠い[:眠たい:]
もう寝ようかなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.03 Mon ただちゅぁ〜ん&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

ﾀﾊﾞｲ。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
「Hanako WEST」がﾁｮｰｶｯｺｲｲ[:ハート:]
もうね、全員ｶｯｺｲｲんだけどあたしのお気に入りは

きみくんと忠義とすばたん[:ハート:]
(*´Д`*)♥ ｱﾊｧﾝ。
死んだう[:ハート:]
なんか最初買うつもりなかったんだけど

なんとなくｦﾀｸの勘とでもいいましょうか。（笑

吸い寄せられるようにお取り寄せ。

で、今日届いたから見たんだけど

ｿﾛﾍﾟｰｼﾞがあるのよー[:ハート:]
買って良かった!!!!![:てれちゃう:]
死んだう[:ハート:]
しかもとびっきりに全員ｶｯｺｲｲのよ[:パー:]
ﾀﾊﾞｲ。

すっごい絶対これは買って損はないよ[:パー:]
これいつ撮ったんだろ???
もっそいただﾁｬﾝがSEXY。
あぁ。なんでこんな男前集団が存在するのよ[:パー:]
同じ日本に存在しているのよねぇ。

ｳｿみたい。（笑

そして今日、KAT-TUNのｶﾚﾝﾀﾞｰだけ届いたんだけど
ｴｲﾄのｶﾚﾝﾀﾞｰが遅れてて[:汗:]
え???ちゃんと買えますよね???[:パー:]
不安[:汗:][:汗:][:汗:]
まだKAT-TUNのｶﾚﾝﾀﾞｰ見てないんだよね[:たらーっ:]



箱も開けてないってゆーね[:たらーっ:]
なんかだって今日[:テレビジョン:]見るので
いっぱいいっぱいだったんだもん[:パー:]
まず「おしゃれｲｽﾞﾑ」に松山ｹﾝｲﾁさん[:ハート:]
Lだよ[:パー:]L[:パー:]
なんかｾｸﾛﾎﾞも見てたんだけど

Lと同じ人に見えない。
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
しかも意外。

なまってる。

青森の出身ってとこがもう意外。

なんか最初の方はなまりもそんなに出てなかったんだけど

話してるうちにどんどんなまってきてて。

かわゆす[:揺れるハート:]
でもあたしはｿﾌｧｰに膝抱えて座って甘いものたくさん

食べてるLが好きです[:ハート:]
顔色悪くて目の下クマってるLが好きです[:ハート:]
ヾ(♥ó㉨ò)ﾉ♡
で、その後「黒ﾊﾞﾗ」見て爆笑した後に

「情熱大陸」で山久を見ますた[:ハート:]
なんか情熱大陸を見ると無性に切なくなるのは

あたしだけですか???[:パー:]
なんか芸能人のつらさとかをひしひしと感じるのは

なぜでしょう。

小栗ｱﾝの時もそうだったんだけど[:パー:]
で、しばし呆然としてﾌﾞﾛｸﾞが書けなかった[:ポロリ:]
そんなわけで今の時間に至るのですが[:パー:]
なんかあたしも山久と一緒なんだよねぇ。

写真とかで笑えないの。

だから成人式の写真とか笑ってないし[:パー:]
なんでだろ???
作り笑顔とか出来ないの。

だから山久の笑えないって気持ちすっごいよくわかる。

あたしそのことちょっとｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽに思ってたんだけど

山久もそうかと思ったらちょっと安心した。

山久は仕事だからどう思ってるかわからないけど

あたしはだから写真が嫌い。



撮るのは好きだけど写るのは嫌い。

でもあたし、子供の頃は笑えていたんだよ。

いつから笑えない子になっちゃったんだろ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.06 Thu オヒサ〜〜〜〜!!!!

大倉担まひるですけどもー。

ｵﾋｻ[:パー:]
いやぁ、放置ﾌﾟﾚｲ失礼しました[:汗:]
何気日曜日から仕事のことでｲﾗｲﾗしてて

やっと落ち着いたのでまたﾌﾞﾛｸﾞ更新しまーす[:ハート:]
ﾎﾝﾄお待たせしててすみません[:汗:]

あ。昨日無事、ｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰｹﾞｯﾄ[:チョキ:]
なんかｱﾏ○ﾝで入荷しない場合もあるみたいな

ﾋﾞﾋﾞらせﾒｰﾙがきてどうしようかなぁって思ってたんだよな。

でも無事に届いて良かった[:ハート:]
でもそんな状態なものだからまだ箱から出してないってゆーね[:悲しい:]
なんか部屋がﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙの山となっててﾔﾊﾞｽ。

片付けなくちゃ[:悲しい:]
ﾏｼﾞどんだけ堕ちてたんだかって話[:パー:]
ﾏｼﾞ、誰にも[:メール:]してないもんね[:悲しい:]
ほぼ瀕死[:パー:]
夕飯も食べずに２０時には寝てたし。

あ。でも昨日はﾍﾞｯﾄﾞの中からｳﾀﾞｳﾀﾞと斉藤さんを見てた。（笑

そこは何があっても譲らないらしい[:パー:]
今日は鹿男だし[:ハート:]
で、今日はﾅｲﾅｲのｵｰﾙﾅｲﾄﾆｯﾎﾟﾝに３馬鹿が出るそうなので

今日は遅くまでﾗｼﾞｵ聴いてようかなぁと。

明日仕事ですけど何か???[:パー:]
まぁ、ほどほどにってことで[:パー:]

あ。なんか６月８日の１３時間生放送のｴｺ番組のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨｰに

ｴｲﾄが選ばれたらしいんだけど



日ﾃﾚで。

そんなのたぶん山梨は映らないかと[:パー:][:悲しい:]
ΣΣ(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!
ｴｺ番組なんだから全国放送にしてよー[:パー:]
そんな先の話はわからないわけで[:悲しい:]
でもｴｺ番組のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨｰに選ばれるってすごいよね???
地球に優しい関ｼﾞｬﾆ∞です[:ハート:]

そ。そ。ｦﾀｺﾑの引き落としがあるから

口座にお金振り込んできたのね。

帰ってきてΣΣ(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!
７０円足りない[:悲しい:]
つーか７０円って!!!![:パー:]
明日また振込みに行ってきます。

ついでにｦﾀ誌も買って帰ろう[:ハート:]
今日、本屋に行ったからｦﾀ誌買いたかったんだけど

考えたら明日発売で[:悲しい:]
(´·ω·`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。
ｶﾞｯｶﾘｰｽﾞ[:悲しい:]

復帰がこんなｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞですみません[:汗:]
また後で書きます[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると

嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.07 Fri 堕ちそうです&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

仕事から帰ってきて１８時半頃

ﾏﾏﾝがご飯食べに行こうってゆーから

ついてったら結局帰ってきたの２３時ですよ[:パー:]
まぁ、弟も一緒で、途中ﾊﾟﾊﾟﾝも合流して

結局親子４人で[:パー:]
なんか途中でまた親知らずが痛くなって

眠くなって。（笑

で、帰ってきてから家の会社の[:パソコン:]の壁紙を
Ｌのﾛｺﾞに変えてやりました。（笑

明日弟、会社出勤して気づくかな???
（↑案外暇人な人[:パー:]
だってあたしの[:パソコン:]の壁紙もＬだもん。（笑
そして[:携帯:]のﾒｰﾙ着信音は「Ｌです[:パー:]」ってやつだもん[:ハート:]
激しく萌ゆる[:揺れるハート:]
(*´д`)ｱﾊｧﾝ♥
こうゆう場面であたしってやっかしｦﾀｸだなって思うわけで[:汗:]
はいはい。昔[:パソコン:]の壁紙をｴｳﾞｧの日替わりｶﾚﾝﾀﾞｰに
していたのはあてくしです[:パー:]
あれは良かったなぁ[:ハート:]
ﾃﾞｽﾉｰﾄも日替わりｶﾚﾝﾀﾞｰあるといいのに。

あ。今日、ｦﾀ誌買ったんだけどまだ全然見てなくて[:悲しい:]
で、買いそびれたｼﾞｮﾝのﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰをお取り寄せしようと

思ったら売り切れで[:悲しい:]
で、あたしは思いつきました。

関東版が売り切れなら地方版を取り寄せればいいじゃんって。（笑



で、関西版、中部版ってずっと見ていったら

秋田版があったのよ[:ハート:]
ﾄｩﾙｯﾄｩｰ[:揺れるハート:]
まひるたそﾐﾗｺｰ[:てれちゃう:]
諦めなくて良かった[:ハート:]

で、今日はﾜｯﾊｯﾊｰのＰＶ見てました[:てれちゃう:]
なぜ銭湯かの設定がわからないけど

（↑監督さんのﾌﾞﾛｸﾞ見て納得♥

でもとにかくかわゆす[:揺れるハート:]
あたし最近ﾏｼﾞで横山さんに落ちそうなぐらい好きなのよ[:パー:][:ハート:]
もうあたしの中で今の横山さんのﾋﾞｽﾞがＮＯ.１。
もうもうﾀﾊﾞｲ[:てれちゃう:]
前だったら断然２番手は錦戸さんだったけど

今はヨコ[:ハート:]
(*´д`)ｱﾊｧﾝ♥
何してても(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲ[:ハート:]
昨日のﾚｺﾒﾝでのみつるくんも(○´艸`)ｶﾜｲｲ[:ハート:]
（↑ヨコの弟さんね[:パー:]
でも昨日鹿男見てたからなんでみつるくんに

[:電話:]することになったのか全く分からず[:悲しい:]
あたしが聴いた時は全国放送になってから

２回目の[:電話:]した時。
それであたしすっごくヨコのことすごいなって思う部分が

あるんだけど

ヨコのｿﾛｺﾝの名古屋のｹﾞｽﾄにきてって丸ﾁｬﾝにお願いしたらしいだけど

その理由がヨコらしいなって思うんだけど

東京とか横浜とか大阪でやるとｹﾞｽﾄが

結構きてくれるけど名古屋ってｹﾞｽﾄとかないじゃない???
それで名古屋の人がかわいそうだなぁって思ったみたいで。

ヨコってすごくﾌｧﾝ大切にする人じゃない???
あたし、ヨコのそうゆう部分すっごい尊敬するし、

大好き。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

ﾗﾝｸﾘお願いします。

ｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.09 Sun ﾍﾀﾚな自分。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、結局歯が痛くて眠れなかったんですよ[:悲しい:]
で、今日朝一で歯医者さんに行ったんですけど

あたし熱出してて（37.5分）おまけに親知らずの周りの炎症がひどくて
手が出せない状態でとりあえず薬で痛み抑えて炎症抑えてから

って話になって薬もらって帰ったんですよ[:パー:]
で、家に帰って薬飲んでも全然痛みが治まらなくて[:悲しい:]
それで仕事休んで

歯医者さんに[:電話:]して「薬飲んでも痛みが治まらない」
って言ったら「もう１度これますか???」って言われて
歯医者さんにまた行ったんです。

そしたら周りの膿を出してくれたんだけど

麻酔使っても痛いのなんのって!!!!![:悲しい:]
それで追加の薬も出してくれて

休みの間に痛くなっても大丈夫のように

救急の歯医者さんも教えてもらって。

まぁ、それで家に帰ってきたら

昨日寝てないから激しく眠くなって

１５時ぐらいから爆睡[:眠たい:]
２０時まで寝てました。

そんなわけで今眠くないとゆーね[:悲しい:]
ちなみに歯は黙ってれば痛くないけど

喋ったりすると痛む。

明日よくなってればいいけど

炎症で熱出てるのか体調悪くて熱出てるのか

どっちなんだろ???
ちなみに歯以外にどこも体調は悪くありません[:パー:]
でも歯医者さんで体調治してから治療しましょうって

言われましたけど何か???[:パー:]



そうそう、HDDの容量空けようと思ったら
間違ってｲｹﾊﾟﾗ消しちゃったんですけど[:パー:][:パー:][:パー:]
かなりSHOCKだったんですけど[:パー:][:悲しい:]
あたすのｲｹﾊﾟﾗがぁー!!!!![:悲しい:]
中津がぁー!!!!![:悲しい:]
もう自分がHDDを使いこなせてないことに腹が立つ。
あぁ〜あ。

ｲｹﾊﾟﾗどうしよう。

１話〜３話まで消しちゃったんだけど

もう全部消しちゃおうかなぁ[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
消す前にもう１度見たかったなぁ。

最悪だ[:悲しい:]
今日、ﾎﾝﾄついてないあたし[:悲しい:]

あ。今日夢見た。

出演者は今が旬の横山さんです[:ハート:]
でも横山さんは自販からﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄが出てきたら

泣きました。（爆笑

で、ﾎﾟｶﾘはあたしが飲んで

ヨコちょにはあたしがｺﾝﾋﾞﾆでﾌﾟﾘﾝを買ってあげたら

ご機嫌回復しました[:ハート:]
夢の中でのヨコは子供でした。（笑

姿も坊主頭で小学生ぐらいだったのかなぁ。

可愛かったけどあたしとしては今のきみくんが見たかったです[:たらーっ:]
あとあたしが長く生きられない病気になった夢も見ました。

なんか仕事中に倒れて病院で調べたら

長くないって言われて。

なんか衝撃でしたね[:悲しい:]
夢とは言え。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2008.03.09 Sun 結婚かぁ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日の夜からお腹の調子が悪かったんですけど

朝起きたら５分おきにﾄｲﾚに行ってて

相変わらず歯は痛いし、

結局仕事休みました[:悲しい:]
まぁ、仕事休みすぎって怒られたんですけど[:悲しい:]
でも体調悪いのは仕方がないじゃないですか???
明日歯医者さんの予約入ってたんだけど

明後日にした方が良さそう。

明日たぶん親知らず抜くと思うんですけど

昼間からの仕事に絶対差し支えるなぁ[:悲しい:]

なんかあたしもっとﾌﾞﾛｸﾞちゃんと書きたいんです。

最近すっかり手抜きﾌﾞﾛｸﾞと化してて

こんなんじゃ誰の心にも響かないって思ったんです。

日常のこともｴｲﾄのことも全力尽くして頑張りたいと思います。

あ。TOKIOの山口くんが結婚されましたね。
おめでとうございます[:ハート:]
ぜひ幸せな家庭を作っていただきたいと思います。

いつか忠義にもそんな日がくると思うとﾄﾞｷﾄﾞｷですね[:ラブ:]
あたしちゃんと忠義におめでとうって言えるんだろうか???
でも忠義の幸せを願うあたしとしてはきっと言える

んじゃないでしょうか。

それまではみんなの忠義でいてね[:揺れるハート:]

あたし最近ヨコに激しく好意を持ってたんですけど



やっぱり忠義とはいろんな歴史があるし、

ｦﾀ卒したいって思った時も何度もあったけど

でもやっぱり忠義が好きなんですね[:ハート:]
努力を努力とも思わない大倉忠義が好きです[:ハート:]
これからも大倉忠義の熱い言葉を胸に頑張りたいと思います[:ぴかぴか:]

眠いので

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2008.03.11 Tue 現ﾁｬﾝ、天国でも最高の音楽作ってよ。

大倉担まひるですけどもー。

明日、朝一で歯医者さん行って親知らず抜いてきます[:悲しい:]
今までそこの歯医者さん何回か通ってるんだけど

痛かったことがないのね。

しかーし!!!!

今回はむっちゃ痛いのよ。

あたし痛くて背もたれに背中つけていられなかったもん[:悲しい:]
はぅ。ってなってどうしました???
って言われたもん。（笑

なので明日が激しく怖いんですけど[:パー:][:悲しい:]
ヽ(ヽ>ω<)ﾋｲｨｨｨ!!●~*ﾋｲｨｨｨ!!(>ω<ﾉ)ﾉ
あぁ。こうゆう時ってやっかしヒナﾁｬﾝの出番よね???
もしくは亮ﾁｬﾝ。

なんか手とかつないでくれて安心出来るってゆーか[:てれちゃう:]
痛さの度合いは違うけどなんか出産みたい。（笑

ただﾁｬﾝはちゃんと立ち会ってくれるのかなぁ???
あたしこうゆう時は鈍感力の村上信五さんでお願いしたいですわ[:パー:]（笑
あぁ。やっぱりﾗﾌﾞﾚﾀｰは間違ってなかったのかな???
あたしはﾋﾅﾃｨﾌﾞのとこに嫁に行けと[:パー:]
本名でやろうが違う名前でやろうが必ず

ヒナﾁｬﾝからﾗﾌﾞﾚﾀｰが来てしまうあたしですから

おとなしくヒナﾁｬﾝのとこに嫁に行けと[:パー:]
幸せになれそうだけど

守ってくれそうだけど

やっかしあたしには大倉忠義さんしかいないんだーい!!!!![:ハート:]



いつか大倉忠義さんからﾛﾍﾞﾚﾀｰが来るまで待ちます[:てれちゃう:]
まぁ、まぁ一生こないんでしょうけど[:パー:]
ｲｼﾞｲｼﾞ[:ムニョムニョ:]

はぅ。あたし生まれて２４年ﾛﾍﾞﾚﾀｰをもらったことがない[:悲しい:]
告ったことも告られたこともあるけど

ﾛﾍﾞﾚﾀｰはもらったことないなぁ。

あ。でも初めて付き合った彼氏に誕生日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄもらったんだけど

その時に手紙がついてた。

それも一応LOVEﾚﾀｰだよね???
全然長い間お付き合いしてたわけでもないし、

彼氏はﾊﾞｽｹ部に入ってたから忙しくて

全然一緒に帰ることも出来なかったけど

（↑あたしは学校近くの溜まり場で遊んでたからだけど

裏切られたりもしたけど

あたしは今やり直せるならやり直したい。

同級生にはﾓﾃなかったけど後輩にはﾓﾃてたから

可愛い彼女とかいるんだろうなぁ。

中学の時の彼氏なんだけど

高校も一緒で。

最後に話したのが成人式の時。

あたしの中で今会ってもﾄﾞｷﾄﾞｷする人[:ラブ:]
その後ちょっといろいろあったりもして。（笑

その後付き合った人とは６〜７年お付き合いするんだけど

結局あたしがその人よりも忠義のことを

好きになってしまったからお別れ。

その後も友達でいたんだけど

ｸﾘｽﾏｽに「新しい彼女できたから」と振られる[:冷や汗:]
まぁ、浮気じゃないんですけど

６〜７年の間にちょっと好きになった人は２人ぐらいいました。（笑

（↑最悪[:パー:]
だから振られるんですよねぇ[:悲しい:]
好きになったって言っても「きみくんｶｯｺｲｲ[:ハート:]」みたいな
程度ですよ[:パー:]



３月９日に音楽ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰで元ﾚﾋﾟｯｼｭのﾒﾝﾊﾞｰだった

上田現さんが亡くなりました。

あたしは兄ちゃんを通してﾚﾋﾟｯｼｭの音楽を知ってたんですけど

中でもMAGUMIさんと現ﾁｬﾝが好きで[:ハート:]
現ﾁｬﾝの作る曲が好きでした。

みなさんは元ちとせさんの「ﾜﾀﾞﾂﾐの木」を作った方と

説明すればおわかりになるでしょう。

とても今寂しいです。

現ﾁｬﾝは一昨年から肺がんと戦ってたんだなぁって。

ﾎﾝﾄに素晴らしい才能の方を失うのはとても悲しいことです。

現ﾁｬﾝのご冥福をお祈り申し上げます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

歯医者通院が終ったらやる予定でいます。

もうしばらくお待たせしますが

よろしくお願いします。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2008.03.11 Tue 大倉先輩!!!!&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

歯医者さんから生還!!!![:ぴかぴか:]
どうやら抜かなくてすみそうです[:チョキ:]
ただ周りが膿んでるから痛いらしいので

毎日消毒しに来てくださいとは言われたけど[:パー:]
なので今週いっぱいまではかかりそうです[:悲しい:]

あ。ﾜｯﾊｯﾊｰ買ってきた[:ハート:]
早速聴いてます[:ハート:]
あたし最初にこの曲聴いた時いまいちﾋﾟﾝとこなかったのね。

でもPVで見た時に「あぁ。いい曲だなぁ。」って
思ったの。

ｴｲﾄらしいなって。

こうゆう曲満面の笑みで歌えるのってｴｲﾄしかいないって

思った。

で、「誰よりキミが好きだから」。

ちょっと古めの歌謡曲みたいな感じが

あたしは好きです[:ハート:]
で、「BJ」。
すごく好き!!!![:ハート:]
もう歌いだしから胸がｷｭｰﾝ[:揺れるハート:]ってなる。
どの曲もｴｲﾄらしいって思える曲。

いろんなｴｲﾄ。

３曲とも全くﾀｲﾌﾟが別の曲だけど

でもｴｲﾄってどれもありなんだよね。

それだけ音楽の幅が広いってことだと思うんだけど。

なかなかそう幅広くって難しいよね。

たぶんｴｲﾄは出だしが良かったんだと思う。

浪花いろは節でﾃﾞﾋﾞｭｰさせてもらって



次がﾚｲﾆｰだったでしょ???
で、好きやねん、大阪。

この３ｼﾝｸﾞﾙで地盤が出来たのかなぁって思うもん。

でもｴｲﾄはまだまだ可能性を秘めてるとあたしは思う。

昨日なかなか寝付けなくて

３時ぐらいまで起きてたんだけど

歯医者さんが朝９時に予約入ってたから

朝８時に起きてちょっと眠い[:眠たい:]

あぁ。ｶﾚﾝﾀﾞｰまだ１回しか見てないんだよね[:悲しい:]
じっくり見てから感想書きたいんだけど

学ﾗﾝ姿に萌え[:揺れるハート:]
(*´д`)ｱﾊｧﾝ♥
あんなｲｹﾒﾝ集団が学校に居たらﾔﾊﾞｲっしょ???
毎日萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]して
全然勉強なんて手につかないんだろうなぁ[:ハート:]
卒業式にはちゃっかり大倉先輩の制服のﾎﾞﾀﾝもらっちゃうんだ[:チョキ:]
あたしも中１の時、３年の先輩からﾎﾞﾀﾝもらったなぁ。

あの頃は楽しかったなぁ[:てれちゃう:]
で、何ゆえに大倉先輩???[:パー:]
（↑お前の方が年上だろ!!!![:パー:]
やっぱｼﾁｭｴｰｼｮﾝはそっちの方が盛り上がるかと[:パー:]
ね、先輩[:揺れるハート:]
あたし個人的に言うとすばるの女の子と手をつないでるのと

忠義のﾍﾟｰｼﾞがめっちゃお気に入り[:ハート:]
なんかやっすんとヒナﾁｬﾝのﾍﾟｰｼﾞ見る限り

自分達でやりたいことやらせてもらったような感じだけどね。

うーん。

週めくりじゃないから写真数が少なくて

ちょっと悲しいんだけどでもどの写真もｶｯｺｲｲから

あたしは今回のｶﾚﾝﾀﾞｰすごくお気に入りなんだけど[:パー:][:てれちゃう:]
とりあえずｶﾚﾝﾀﾞｰを飾るｽﾍﾟｰｽ作らないと[:パー:]



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい[:汗:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]
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2008.03.11 Tue 誰よりキミが好きだから

大倉担まひるですけどもー。

右側にｸﾛｻｷﾞのﾌﾞﾛｸﾞﾊﾟｰﾂつけました[:ぴかぴか:]
なんかこうゆうｱﾊﾞﾀｰみたいなのいいよなぁ。

しかも山久だし[:パー:][:パー:][:パー:]みたいな。
そう、ｸﾛｻｷﾞを観に行きたいのよ[:パー:]
Lも行きたいしなぁ[:てれちゃう:]
只今歯医者にも通院してるため[:お金:]はないんですけど[:パー:][:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)

そう[:パー:]ただﾁｬﾝにあやかってまひるたそも
梅の花を撮ろうと思ったら

まひるたその部屋のｱﾝｸﾞﾙからだとｺﾞﾙﾌの練習用のﾈｯﾄが

邪魔して撮れないのよー[:パー:][:悲しい:]
使ってないんだから捨てろよ[:パー:]
ちょっと凹んだ[:悲しい:]
桜が咲くまで我慢かな。

ﾏｼﾞ眠い[:眠たい:]
そして[:携帯:]を新しくしたい[:パー:]（切実[:パー:]
何気もう１年と８ヶ月なんですけどぉー[:たらーっ:]
明日仕事の帰りに大型電機店に行って見てこよう[:ハート:]
なんか最近全然[:携帯:]とかこだわりなくて[:汗:]（笑
欲しいやつがないからだと思うんだけど[:汗:]
色は赤かﾋﾟﾝｸか白がいいんだけどなぁ[:揺れるハート:]
ﾏﾏﾝとﾊﾟﾊﾟﾝと弟は最近auに変えたのね。
で、ﾏﾏﾝがこの間ご飯外に食べに行った時に

ﾄｲﾚに水没させて３秒ﾙｰﾙとか言って

おしぼりで拭き拭きしてたけど



それはどうなんでしょう???
ありなのかな???
あたし的にはなしの方向なんですが[:パー:]（笑

あたし[:パソコン:]ずっと富士通のFMVなんだけど
ちょっと山久に影響されて東芝が欲しい今日この頃[:パー:]
あぁ。ｴｲﾄが[:パソコン:]のCMやってたら
一発で買い換えるのに[:パー:]
あぁ。でもまだこの[:パソコン:]使えるから
ｴｲﾄさんしばしお待ちを[:パー:]

で、歯は痛くないんですけど

顎が痛いのはなんで???[:パー:]
やっかし親知らずの影響かなぁ???[:悲しい:]
そんなにｽﾞｷｽﾞｷ痛むわけでもなくて

時々ｼｸﾘって痛むの[:悲しい:]

あぁ。「BJ」ﾔﾊﾞｲなぁ[:ハート:]
駄々ﾊﾏﾘ[:揺れるハート:]
ﾜﾁｮ━━ヽ(o′ｴ｀(o′ｴ｀o)′ｴ｀o)ﾉ━━ｲ!!! 
あとﾜｯﾊｯﾊｰのｲﾝﾄﾛ大好き[:ハート:]
ﾌｩｯﾌｩｯ[:揺れるハート:]（笑
ﾎﾝﾄヒナﾁｬﾝｿﾛﾊﾟｰﾄ増えたなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.12 Wed さりげないあなたの視線。

大倉担まひるですけどもー。

仕事終ってから歯医者さんに行って

きました。

待ってる間に花男のｺﾐｯｸを見るのが

楽しみです[:ハート:]
ｸﾞﾊ[:てれちゃう:]
あたし、花男のｺﾐｯｸ今まで見たことないのよね[:悲しい:]

うそぉ〜ん!!!![:びっくり:]

なんせｱﾆﾒから入った人だから[:パー:]
その時から花沢類推しだったんですけど[:パー:][:ハート:]
〜(^Д^〜)

最近ﾌﾟﾁｹﾞﾛが出るんです[:パー:][:悲しい:]
別に苦しいとか具合悪いとかじゃないんですけど

味がね[:悲しい:]
il||li (つω-`*)il||li
ゲップ感覚で出るのでお手ごろﾅｲｽﾞされてるわけです[:悲しい:]
そんなとこお手ごろにしなくていいのに!!!!![:パー:][:パー:][:パー:]
すいません[:汗:]話が汚くて[:汗:]

そうそう、今日、TV誌を見てたのね。
そしたらごくせんのｷｬｽﾄの写真が載ってたから

ｶﾞﾝ見したっけ、照史がめっちゃﾒﾝﾁきってる!!!!![:びっくり:]（笑



めっちゃ面白かったので空（＠章大）にﾎﾟﾁﾎﾟﾁご報告[:チョキ:]
いや、でもかっこよかったよ[:ハート:]
あたし的にはいいもの見たなぁって感じでした。

ちなみにこれあたしの愛情表現だからね[:揺れるハート:]
照史大好きだもん[:ハート:]
あたし、照史大好きなくせに小ﾊﾞｶにしちゃうんだよね[:てれちゃう:]
だって突っ込み所満載なんだもん。

なんか空は適役だと思ったって言ってた。

あたしよりいいこと言うなぁ[:たらーっ:]
でもなんかすごく嬉しかったんだって[:パー:]
まさかごくせんに関ｼﾞｭが選ばれるなんて思ってなかったし。

だからあたしはｴｲﾄだけじゃなくてこれからも

関ｼﾞｭからﾃﾞﾋﾞｭｰが決まることもあるんだろうなって思った。

あ。なんかﾅｺﾞﾏﾙがCMに出てるって聞いたんだけど
ﾏｼﾞですか???
空がﾅｺﾞﾏﾙ好きだったんだよねぇ。

ﾅｺﾞﾏﾙ知らない人もきっと多いと思うから

説明すると名古屋ｼﾞｭﾆｱでB.A.D.のﾒﾝﾊﾞｰだったんだよね[:揺れるハート:]
丸山くんって言うからﾅｺﾞﾏﾙってあだ名だったんだけど。

大学進学がどうとかこうとか言ってるうちに

辞めちゃったんだよね[:悲しい:]
ね、ほらね。

あたしと空って絶対興味の対象ｸﾞﾙｰﾌﾟはかぶるんだけど

興味対象がかぶらないってゆーね[:てれちゃう:]
唯一かぶってるのが小池徹平ﾁｬﾝぐらい???
でもそれも最近怪しいんだよね。（笑

なぜなら???
あたしが最近ｳｴﾝﾂが好きだから[:ハート:]
ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

最近毎日朝早いからさすがに眠い[:眠たい:]
あたし、朝って苦手なのね。

完全に夜型人間だから。

でも週に２日朝９時出勤で。

だからその２日だけは朝７時起きなんだけど

今、歯医者さんに通院してるから遅番の日も



休みの日も７時起きなんだよね。

で、昨日もお昼寝すればよかったのに

出来なくて結局むちゃ∞ﾌﾞﾘ見てた。
なんかその後もｺﾞｿｺﾞｿしてたし。

（↑あたし絶対嫁にいけねぇ[:猫2:]
あ。むちゃ∞ﾌﾞﾘ２５日で糸冬 了..._〆(ﾟ▽ﾟ*)だってね[:悲しい:]
４月からｴｲﾄの新しい番組が始まるみたいで。

楽しみだなぁ。

あたし最近全然むちゃ∞ﾌﾞﾘ見てなかったんだよね[:悲しい:]
眠かったり体調悪かったりだったんだけど。

なんか最近陰りが見えてたしなぁ。

もうずっと[:テレビジョン:]で忠義のこと見てないなぁ。

なんかｶﾚﾝﾀﾞ-の整理やってて
ｴｲﾄの今のｶﾚﾝﾀﾞｰの１２月１６日〜の週の忠義が

あたし１番好きで[:揺れるハート:]
海岸をﾏﾌﾗｰ巻いて歩いてるやつ。

なんかあのまなざしが

すっごい癒されるんだよね[:揺れるハート:]
ﾏﾌﾗｰ「はい」って差し出されてる瞬間想像しただけで

妊娠しちゃいますから〜!!!!![:ハート:]
〜(^Д^〜)
（↑とことんﾊﾟｸﾘますから[:パー:]
もうあの衣装も大好き[:ハート:]
さりげなくてあたしは好き[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.12 Wed ぬくもり。

大倉担まひるですけどもー。

なんか[:携帯:]で自分のﾌﾞﾛｸﾞ見ると
１年前の今日、２年前の今日のﾌﾞﾛｸﾞが見れるので

結構毎日楽しみに見てるんですが

結構恥ずかしいこともたくさん書いてて

ちょっと自分でも笑ってしまいます[:楽しい:]

くらりある の

kissの話。（笑
かんなりｱｲﾄﾞﾙｺﾒﾝﾄあったけど

でもなんか忠義も男の子なんだなぁって思った。

でもkissってあたしは愛情表現の１つとして
すごく好きだなぁ[:揺れるハート:]
なんか触れ合いって大切だよね。

心と心の触れ合い。

体の触れ合い。

触れ合ってないと不安になることもある。

ぬくもり。

大切だなぁって。

なんか眠かったはずなんだけど

結局「斉藤さん」まで見ちゃった[:あっかんべー:]
あたしいざ眠ろうとすると眠れないこと多いんだよね。

だからﾎﾝﾄは２１時ぐらいに薬飲んだんだけど

寝付けず斉藤さん見ながらﾌﾞﾛｸﾞ書いてました[:てれちゃう:]

もう昨日から「ﾜｯﾊｯﾊｰ」三昧で。



ずっと３曲をｴﾝﾄﾞﾚｽﾘﾋﾟで聴いてる。

忠義が笑ってるからあたしも笑ってられる。

忠義に元気もらってる。

人それぞれつらいこともたくさんあるけど

でも笑って過ごせばいい。

そう教えてくれたのはｴｲﾄだから。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.13 Thu 内面も外見も磨きたい。

大倉担まひるですけどもー。

（↑結局ｼｬﾝﾌﾟｰ元のﾓｯｽﾞﾍｱに戻しました[:ハート:]
なんか容器がｵｻﾚになってるぅ〜。

なんか最近すっかり早起きが定着しつつあるまひるたそです[:ハート:]
これでただﾁｬﾝのお嫁さん候補になれますかねぇ???
（↑逝け[:パー:]
あぁ。でも巷の大倉担って可愛い子多いんですよねぇ。

ﾗｲﾊﾞﾙ多すぎるわぁ〜[:悲しい:]
（↑ん???ﾗｲﾊﾞﾙ???ﾗｲﾊﾞﾙなんて思われてないよなぁ。圏外です[:パー:]

あぁ。女の子の日になりました[:悲しい:]
いつもより２〜３日早いからびっくりした[:びっくり:]
ただﾁｬﾝの子を想像妊娠してるからこないかと思った。（笑

（↑んなわけないでしょ???[:パー:]
もうだってただﾁｬﾝの笑顔見ただけで

妊娠しちゃいますもん[:てれちゃう:]



なんかただﾁｬﾝって日に日に男前になってくよね。

昨日より今日。今日より明日。

それだけ内面も外見も磨いているってことだよね。

あたしもただﾁｬﾝ見習わなくちゃ。

そろそろ歯医者さん行ってきまふ[:猫2:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.13 Thu 僕が笑えば

本日２回目の登場

大倉担まひるですけどもー。



今日って寒いの???
暖かいの???
歯医者さん行く時めっちゃ寒かった[:悲しい:]
それはあたしが出かける前にぬくぬくの部屋に居たから???
あたし、今ｼｰｽﾞﾝ風邪なしです[:チョキ:]
まぁ、去年夏風邪ひいたからﾌﾟﾗﾏｲｾﾞﾛってとこかな。

なんか去年も冬、風邪ひかなかったような。

あたしっておﾊﾞｶﾁｬﾝ???
それだけ寒さに強いってことだと思うけど。

あたし、鹿男、今週で最終回だと思ってたんだけど

来週なんだね[:ぴかぴか:]
もう早く決着つけて欲しくてｳｽﾞｳｽﾞしてるんだよなぁ。

まぁ、先週の展開がもっそいﾄﾞｷﾄﾞｷだったんだけどね。

ﾘﾁｬｰﾄﾞを追い詰めるｼｰﾝ。

最高でした[:グッド:]
今日も楽しみです[:揺れるハート:]
1週間なんて早いなぁ[:汗:]
でも最近規則正しい生活送ってるから

充実感はﾊﾞｯﾁﾘ[:チョキ:]

あ。昨日のｶﾂｶﾂあたし的には好き[:揺れるハート:]
でも絶対あんな寒いところでｵｰﾌﾟﾝｶｰなんて乗りたくないけどね[:悲しい:]



そんなの仁ﾁｬﾝもゆっちもでしょうが[:パー:]（笑
でも巻き割りの仁ﾁｬﾝがすっごいかっこよかった[:ハート:]
負けず嫌いだよねぇ[:てれちゃう:]
昔はもっそいﾍﾀﾚっこだったのに

なんかﾎﾝﾄいい男になったと思うわ。

（↑なぜに上目線[:パー:]
あたし、ﾎﾝﾄいい男見分ける目だけは肥えてると思う。（笑

でもｼﾞｬﾆなんてﾎﾝﾄいい男の集まりだからね。

そりゃ目も肥えますよ[:パー:]
（↑体も肥えてますけど何か???[:パー:]

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

いよいよ明日、ﾀﾓｽﾃじゃないですか???
[:テレビジョン:]でただﾁｬﾝが拝める[:揺れるハート:]
もうたぶん[:テレビジョン:]で忠義見るの３ヶ月ぶりぐらいじゃない???
ﾎﾝﾄ、その間、DVDも見てなかったし、
動く忠義を見たのがSHOCK以来。
どんだけ〜!!!![:パー:][:パー:][:パー:]
ﾜｯﾊｯﾊｰも歌うの初めて見るから衣装とか

ﾀﾞﾝｽとかも気になるし。

まぁ、あたし個人的な意見としてはやっすんには

蜂の姿で歌って欲しいんですけど[:パー:]
なんか昨日Webのﾜｯﾊｯﾊｰの特設ｻｲﾄのやっすんのｺﾒﾝﾄ見て
萌え[:揺れるハート:]萌え[:揺れるハート:]してたのはこのあたしですけど[:パー:][:ハート:]
(*´д`)ｱﾊｧﾝ♥
もうだって(○´艸`)ｶﾜｲｲ[:ハート:]
ﾜﾁｮ━━ヽ(o′ｴ｀(o′ｴ｀o)′ｴ｀o)ﾉ━━ｲ!!! 

あ。そだ。もう1ｺのﾌﾞﾛｸﾞには書いたんだけど
あたし春ｺﾝ行けなくなっちゃって[:悲しい:]
だからただﾁｮﾝが春ｺﾝの話するたびにちょっと悲しくて[:悲しい:]
民ﾁｬﾝの４９日と重なっちゃって[:悲しい:]
まぁ、それは仕方のないことだから

諦めたんだけど

でもやっぱりBJやﾜｯﾊｯﾊｰを生で聴きたかったし、



夏以来のｺﾝじゃない???
だからすごく楽しみだったんだよなぁ。

〜(^Д^〜)
ただﾁｮﾝ、ｺﾞﾒﾝね[:汗:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいています[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.13 Thu ｱﾀｼｺﾞﾄ。

大倉担まひるですけどもー。

庭の梅の花を撮りました。

わざわざまひるの部屋の逆側の方向に走って行って

撮りました。（笑

（↑走る意味があるのか???

今日は何気３回更新です[:ぴかぴか:]
しかも[:携帯:]のｶﾒﾗとﾃﾞｼﾞｶﾒを駆使してます[:ハート:]
おまけにﾍﾟﾝﾀﾌﾞも駆使しています[:ぴかぴか:]
いやぁ、これからはﾊﾞｼﾊﾞｼ使っていきまっせ[:ハート:]
まぁ、ﾃﾞｼﾞｶﾒがこのﾌﾞﾛｸﾞ更新のためにだけ買った

送料込み２０００円のﾃﾞｼﾞｶﾒなんでﾌﾗｯｼｭとかもついてないし、

しかも撮ったやつを[:パソコン:]につなぐまで
見れないﾍﾎﾞぶりを発揮してますけど[:パー:][:悲しい:]
うーん。ﾊﾟﾊﾟﾝも弟もﾃﾞｼﾞｶﾒ持ってるんだけど

なんか自分の撮ったﾍﾎﾞ写真を見られるのが

恥ずかしいのでﾍﾎﾞﾃﾞｼﾞｶﾒ買ったんですけど[:パー:]



でも使い出すとやっぱ高性能なやつ欲しくなるね[:チョキ:]

ﾚﾀｰｾｯﾄとﾍﾟﾝ。

今日これで友達に手紙書きます[:ハート:]
あたし、あんまり筆まめな方ではないんですよねぇ[:悲しい:]
でも手紙を書くのは好きです[:ハート:]
ただﾁｮﾝにもよく手紙書いてました[:てれちゃう:]

あ。そういや今日は暖かかったですね[:ぴかぴか:]
山梨って最高気温と最低気温の差が激しいので

朝はまだ寒いんですよね。

このまま春になるんでしょうか???
だったらいいなぁ。

そろそろ飲み物は冷蔵庫にしまわないとやばそうですね。（笑

（↑毎年これでお腹壊す人[:パー:]



久々にﾋﾁｮﾙの写真ｱｯﾌﾟしました[:ハート:]
丸ﾁｬﾝとﾀﾒです[:ハート:]
ってあたしともﾀﾒなんだけど[:パー:]（笑
(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲ[:ハート:]
可愛すぎゆ!!!!![:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽jにｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.14 Fri YOU。

大倉担まひるですけどもー。

ヨコのｸﾞｯｽﾞ届きました[:ハート:]
めっちゃﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ可愛いし、ﾏｼﾞｶﾙﾊﾞﾝﾄﾞもｶｯｺｲｲし、

ｻｲﾝ入りﾌｫﾄもｶｯｺｲｲし、お気に入り[:揺れるハート:]
早速ﾏｼﾞｶﾙﾊﾞﾝﾄﾞ装着。

あぁ。今日は体調悪いです[:悲しい:]
女の子の日でなんですけど

お腹痛いです。

ちょっと耐え難いのでまた後で

書けたら書きます[:汗:]
すいません[:汗:]



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.15 Sat 久々に聞く声。姿。すべてが愛しい。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は中途半端な終り方してすみませんでした[:汗:]
昨日はﾎﾝﾄにお腹痛くてﾀﾓｽﾃ見て即効寝てしまいました[:悲しい:]
ﾀﾓｽﾃまだ１回しか見てないんでなんとも

言えないんですけど忠義、いつにも増して

おとなしくなかったですか???
あ。でもちゃんとｱｯﾌﾟになった時は

ｱﾋﾟｱﾋﾟしてましたけど[:ハート:]
そんな忠義が可愛くて仕方がありません[:パー:][:ハート:]
なんか最初ﾌｧﾝの子がうるさくて歌に集中出来なかったんですけど

最後の方ｷｬｰｷｬｰも少なくなって

揃って応援してたんでこっちもﾃﾝｿﾝ駄々上がりで[:上向き:][:上向き:][:上向き:]
そういや、[:テレビジョン:]で忠義見るの約３ヶ月ぶりだったし[:ハート:]
そりゃﾃﾝｿﾝも上がるさ[:パー:]
やっぱいいなぁって思った。

忠義見るとほっとする[:嬉しい:]
振りも覚えたんだけどまひるたそ、ご披露する場所が

ないんですけど!!!!![:パー:][:悲しい:]
もう[:テレビジョン:]の前でひたすら踊ってやるぅ〜[:揺れるハート:]

あ。ﾚｺﾒﾝ笑ったなぁ。

忠義が突っ込みなのはなんとなく気づいていたけど。（笑

でも忠義が「なんでやねん[:パー:]」って
突っ込むのは新鮮[:ぴかぴか:]
あとすばるのおならね[:パー:]
お主は芸人か!!!!![:パー:]
なんかすばるがｼﾞｰﾝｽﾞおろしてきばってる姿

想像しただけで可笑しい。（笑

そんなすばﾁｬﾝに抵抗を感じないｴｲﾄ愛。（笑

素晴らしいです[:チョキ:]



あとｷｽのやつ、誰かどうかｹﾞｽﾄにくると

やるんでｴｲﾄはもう何回かやってるんだけど

あれは何度聴いてもいい[:ハート:]
でもあっという間すぎて忠義しか確認出来なかったけどねぇ[:悲しい:]
〜(^Д^〜)
さすが大倉担!!!!![:ハート:]

あ。そうそう忘れてた。

「必殺仕事人2007」がDVDになります。
ただﾁｬﾝ、おめでと!!!!!
５月３０日発売で値段は確か３９９０円かな???
特典映像が５０分ぐらいあるらしいんで

これは絶対買いでしょ???
あたしは早速予約しました[:ぴかぴか:]

あ。昨日、ﾎﾜｲﾄﾃﾞｰだったじゃないですか???
義理しか渡してないんで義理しか返ってこなかったわけですが

なんかこのｼｽﾃﾑはいらんと思うわけで。（笑

まぁ、本命さんを渡す方もたくさんいらっしゃると思うので

一概に否定も出来ないのですが[:パー:]
そりゃ忠義が身近な存在だったら

ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝに何か渡してると思うのですが[:パー:]
あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

そんなの心臓が口から飛び出るぐらい緊張する!!!![:パー:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ただﾁｮｰﾝ!!!!![:揺れるハート:]
ﾜﾁｮ━━ヽ(o′ｴ｀(o′ｴ｀o)′ｴ｀o)ﾉ━━ｲ!!! 

あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

ただﾁｬﾝに会いたいよぅ[:悲しい:]
次いつ会えるんだろ???
なんかそうゆう予定がわからないと頑張れないよね。

（↑甘っちょろい人[:パー:]



今日はじいちゃんの手術なので

お昼頃から出かけます。

仕事は休みをもらいました。

夕方までには帰ってこれると思うので。

あ。今日のMUSIC FAIR見てねーん[:ハート:]
東方神起が出るから!!!!![:パー:]

それじゃまた夕方。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.15 Sat たまにはこんな日も。

大倉担まひるですけどもー。

夕方５時頃帰ってきてちょっとｺﾞﾛﾝﾁｮしてました。

あまりにもお腹と腰が痛くて[:悲しい:]
で、だいぶよくなったので[:パソコン:]の前に座ってます[:ぴかぴか:]
もう帰りの[:自動車:]の中で半分死んでました[:冷や汗:]

で、楽しみにしてたMUSIC FAIRを見たんですけど
もうーっ!!!![:てれちゃう:][:てれちゃう:][:てれちゃう:]
かっこよすぎる!!!!!
東方神起[:ハート:]
まひるたそ、死んだう[:ハート:]
やっぱり「Purple Line」すごく好き[:ハート:]
もうあたしはｼﾞｪｼﾞｭﾝの歌いだしで

眩暈ｸﾗｸﾗ[:てれちゃう:]
ﾔｯﾊﾞｲなぁ[:揺れるハート:]
ﾕﾉﾕﾉのﾗｯﾌﾟとかｽﾃﾁ[:ハート:]



ｼﾞｪｼﾞｭﾝ♥

ﾔｯﾊﾞｲ。胸元がﾔｯﾊﾞｲ。

死んだう[:ハート:]

あたしこの髪型のﾕﾉが好きなんだよなぁ。

今ちょっとﾊﾟｰﾏ当ててるからｸｼｭｸｼｭってしてるんだけど。

このﾋﾁｮﾙ大好き[:ハート:]
なんか口元をぬぐう仕草ってやられませんか???
ｴﾛｲよね???（笑

もう今日は疲れた[:悲しい:]
ずっと[:病院:]の中ｳﾛｳﾛしてて。（笑



しかも４時間ぐらいしか寝てないし。

ﾏﾏﾝは結局眠れなかったらしい。

お疲れさんどす[:汗:]

今日は疲れたからもう寝ます。

また明日。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：音楽

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c74/10/


2008.03.17 Mon 大倉忠義より好きな人かぁ。

大倉担まひるですけどもー。

今、髪伸ばしてて５月ぐらいになったら

新しい髪型にしようかなぁとか思ってます[:ぴかぴか:]
もうﾎﾝﾄ今の髪型嫌いなんだよねぇ[:悲しい:]
縮毛矯正もかけたいから結局５月ぐらいに

なっちゃうんだよなぁ[:悲しい:]
なぜなら[:お金:]がないからである[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
それに梅雨に入る直前にかけたいから。

あぁ。もう貧乏ってｲﾔ。

そうそう、まだにっぽんの歌見てないんだよねぇ[:悲しい:]
あたしの部屋、NHKほぼ映らないのね[:悲しい:]
それでﾘﾋﾞﾝｸﾞにある最近調子の悪いﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷで

予約したの。

そしたら今回はﾊﾞｯﾁﾘ録画出来てたみたいで[:ハート:]
なので休みの日に見たいと思います[:ぴかぴか:]
なんかもう最近お疲れなんですわ[:パー:]
朝の苦手なあたしが毎日７時に起きるなんて[:パー:]
奇跡に近いですわ[:パー:]
でも考えたらこれも花嫁修業なんだよねぇ[:ハート:]
主婦になったら毎日朝早く起きなくちゃならないし。

頑張れたらただﾁｬﾝ、お嫁ﾁｬﾝにもらってくれますか???[:てれちゃう:]
忠義のお嫁ﾁｬﾝになれたらなんでも頑張れる気がする。

気のせいですか???[:パー:]
このぐうたらなあてくしが[:パー:][:パー:][:パー:]
なんかただﾁｬﾝとｽｰﾊﾟｰでお買い物とか憧れるぅ〜[:揺れるハート:]
あ。妄想だけで逝ってきます[:パー:]
あたしもただでさえｽｰﾊﾟｰってﾃﾝｼｮﾝ上がるのよね[:上向き:][:上向き:][:上向き:]



なんか楽しくないですかぁ???
だからただﾁｬﾝの気持ちすごくわかる。

あたし最近は休みの関係でﾏﾏﾝとｽｰﾊﾟｰ行けてないんだけど

ﾏﾏﾝとｽｰﾊﾟｰ行くと楽しくて[:てれちゃう:]
で、ﾏﾏﾝがあたしが一緒だと荷物持ちがいるから

いっぱい買うんだよねぇ。(笑

ﾏﾘｰのﾏｸﾞｶｯﾌﾟ結局買わなかった[:悲しい:]
買おうかどうしようか迷って

あたし考えたらﾏｸﾞｶｯﾌﾟとか使わないのよ。

なんか未だに見ると悲しいのは

中学の時、先輩の誕生日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄにﾍﾟｱのﾏｸﾞｶｯﾌﾟを

買ったのに渡しに行けなかったあてくし[:パー:]
なので未だにそのﾍﾟｱのﾏｸﾞｶｯﾌﾟが残っています。

しかもﾏﾏﾝ愛用のﾏｸﾞｶｯﾌﾟになってます[:悲しい:]

なんか最近不安になる。

あたしいつまで大倉忠義のこと好きでいるんだろう。

忠義以外に好きな人が現れなかったらどうしようって。

やっぱり恋愛と結婚は別問題なのかなぁ???
ﾏﾏﾝがお見合いを勧めるんだけど

あたしどうも忠義以外の人にって気持ちになれないんだよね。

(↑重症[:パー:]
なんかこのままｦﾊﾞﾁｬﾝになってくのかなぁ[:悲しい:]
もうだって今年で２５歳だよ[:パー:]
なんかｦﾀは辞めたくないけど

あたし２人同時に好きになれない人だから

結婚とか無理なんじゃないかなぁって思うんだよね[:悲しい:]

まひるたその課題ですね[:たらーっ:]



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。：

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.18 Tue 無。

大倉担まひるですけどもー。

今日は[:病院:]のはしごをしてたので
ちょっと大変でした。

午前中に歯医者に行って午後はいつもの通院です。

どっちの[:病院:]も片道３０分かかるので
今日は２時間無駄にしました[:悲しい:]
２時間あったらふかふかのお布団で

お昼寝できたのにー[:悲しい:]

なんか今日、書くこと浮かばないんだよねー[:悲しい:]
そんな日も最近はよくあることなんですが[:パー:]
あ。そういえば職場に花粉症人口がもっそい多くて

ﾏｽｸしてる人３人ぐらいいるんだけど

兄ちゃんの子なんて花粉症で吐くらしい[:悲しい:]
ひどすぎて吐いちゃうんだって[:悲しい:]
可哀想だよねぇ[:悲しい:]
あたしも東京にいる頃は花粉症だったの。

目とかｶﾕｶﾕで鼻もｽﾞﾙｽﾞﾙで。

でも山梨に来たら生活環境が変わったからか

治ったの[:ぴかぴか:]
もっそいﾐﾗｺｰ[:ぴかぴか:]でしょ???
よく羨ましがられます[:てれちゃう:]
〜(^Д^〜)

なんかそろそろﾃﾝﾌﾟﾚ変えようかなぁって思ってるんだけど

何気めんどっちぃ[:悲しい:]
でもね、いつも思うんだけど

派手目のﾃﾝﾌﾟﾚ作るとすぐ飽きちゃうの。



だからｼﾝﾌﾟﾙが１番なんだけど。(笑

今日は何も浮かばないや。(笑
また後で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾎﾟﾁっとお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.18 Tue 情に深いｴｲﾄが好きです&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

結局ﾃﾝﾌﾟﾚ変えたってゆーね[:たらーっ:]
なんかしかもまたﾋﾟﾝｸだし[:パー:]（笑
春だからね[:チョキ:]
でもﾎﾝﾄは緑色で作ろうと思ってたんだけど

ﾓﾃﾞﾙさんがﾋﾟﾝｸだったから

ﾋﾟﾝｸになったってゆーｵﾁ[:悲しい:]
まぁ、まぁ、あたしﾋﾟﾝｸ好きだし[:ハート:]（笑

今日、ﾊﾁｸﾛの最終回だね。

なんかもっそい展開が気になるんですが[:パー:]
あたし先週、号泣だったもん[:悲しい:]
ﾄﾞﾗﾏ見て号泣なんて歌姫以来ですよ[:パー:]
歌姫のDVD-BOX来週発売だし[:揺れるハート:]
あんまりﾄﾞﾗﾏって数多く見ないんだけど

最近好きだなぁ[:揺れるハート:]
あたし見ない時は全く見ない人だからねぇ。

[:テレビジョン:]とか見てると時間があっという間に
過ぎちゃうでしょ???
それで自分の時間が減っちゃうからあんまり見ないんだよね。

でもでもでも。

火曜日の夕方やってる柳くん（＠ｵﾚ柳）のﾄﾞﾗﾏを

１回しか見てないのがｼｮｯｸなんですけど[:パー:]
まぁ、いいや。（笑

なんか人を好きになるっていろんな想いがあるんだなぁって

最近よく考えます。

逢えなくてつらくて凹んだり、



泣いたり。

逢えたらやっぱりすごく嬉しくて。

あたしは今、大倉忠義という人を本気で

大好きで時々痛いなぁ、自分って思うんだけど

でもあたしは忠義に出会えてよかったって思ってるし、

例え身近な存在じゃなくても

好きで良かったってすごく思う。

それはあたしにとって忠義が特別な存在で

あたし自身を動かす原動力になってるから。

すごくすごくﾊﾟﾜｰもらってるし、

忠義が悲しい時は悲しさを半分にしてあげたいって思うし、

嬉しい時は倍以上の笑顔をあげたいなって思う。

だから忠義がつらい時は正直に言ってくれて

かまわないと思ってる。

芸能人だからいつも笑ってなくちゃいけないとか

そんな風には思えない。

芸能人という特別な仕事をしてるかもしれないけど

でも忠義も普通の２２歳。

つらい時もあるし、悲しい時もある。

泣きたい時だってある。

でもそんな時は正直に伝えて欲しい。

あたしは忠義のそんな人間味のあるところが

すごく好きだから。

これからも忠義の気持ちを大切にして欲しいって

思う。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.19 Wed ｾｸｼｰﾎﾞﾃﾞｰ。

大倉担まひるですけどもー。

あたし、見逃してたんですけど

SS501の韓国復帰CDって発売になってたんですね。
新星堂さんからﾒｰﾙきてたの思いっきりｽﾙｰしてたみたいで[:悲しい:]
今日見たらそれの国内盤が発売になるらしくて。

あたし、「姿三四郎」のDVDも予約してなくて
今、どうしようかなぁって[:悲しい:]

あ。やっとむちゃ∞ﾌﾞﾘで忠義見れた[:ハート:]
最近むちゃ∞ﾌﾞﾘあんまり見てなかったんだけど
忠義太った???
なんかちょっとふっくらしてるかなぁって思ったんだけど。

なんか衣装がﾊﾟﾂﾝﾊﾟﾂﾝなような。（笑

あたしは全然忠義が太っても気にならない人なので

全然かまわないんだけどね。（笑

自担に甘いですかねぇ???（笑
（↑Mｽﾃはﾘﾋﾟってないし気づかなかった[:悲しい:]
あ。でも今日のむちゃ∞ﾌﾞﾘ面白かった。
写真のやつとDJのやつが面白かったなぁ[:揺れるハート:]
なんか写真合成したやつで忠義がｱｼｽﾀﾝﾄの女の子と

自分の写真合成したやつ、思いっきり可愛くないって言っててｳｹた。

まぁ、可愛いと自画自賛してても怖いんですけどね[:悲しい:]
DJのやつは映像がｽｸﾗｯﾁ出来るやつだったんだけど
やっすんのﾀﾞﾝｽとか風船のやつもすごかったけど

あたしはやっかしﾋﾞﾝﾀが１番面白かった。（笑

もっそい往復ﾋﾞﾝﾀ状態の忠義とやっすん。（笑

どM安田状態で爆笑。
かばえぇ。(*´Д`*)♥ 



あ。そだ。

SAMURAI GIRLSのﾊﾞﾅｰ外しちゃったんですけど
また設置しました。

ﾃﾝﾌﾟﾚ変える時にうっかり外しちゃったんですけど

その後の様子とかもﾌﾞﾛｸﾞに載せてくださってるので

設置しました。

もうﾎﾝﾄこの企画を立ち上げてくださってる方達は

すごくいつもいろいろ頑張ってやってくださってる方達なので

GOLFとMIKEにみんなの気持ちが届くといいなって
思ってます[:ハート:]
いや、きっと届きます[:ハート:]
これからもこの企画暖かく見守ってください。

よろしくお願いします。

うーん。再来月、忠義の誕生日があるじゃないですか???
去年はｱﾝｹｰﾄやったけど

今年は何やろうかなぁって思ってます。

とは言っても特別何って出来るわけでもないんですが[:パー:]
まぁ、何か考えます。

たぶん今年は時間かけてる暇がないと思うので

たいしたことも出来ないと思いますが。

あぁ。でも再来月で忠義も２３歳になるんですね。

なんかどんどん大人の男の人になってくんだなぁって思うと

ﾄﾞｷﾄﾞｷします[:ラブ:]
なんかあたしはうっかり岡田くんの上半身裸の

写真を見てﾔﾊﾞｲって思ったもんね。

あぁ。忠義があんなに引き締まったｶｯｺｲｲﾎﾞﾃﾞｰだったら

どうしよう。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
もうだってSHOCKの片乳出てる忠義見ただけで
気絶しそうだもん。

（↑重症[:パー:]
あぁ。でも忠義は今のままで十分だよ[:パー:]
そりゃｾｸｼｰﾎﾞﾃﾞｰも拝みたいけど

なんか忠義が美味しいものをたくさん食べて



幸せそうにしてる姿が１番だもん[:揺れるハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.20 Thu ｷﾗｷﾗｵｰﾗ。

大倉担まひるですけどもー。

なんか久々に爆睡したよー[:ハート:]
最近平均睡眠時間が５時間ぐらいで。

仕事が終わると疲れちゃって

ﾌﾞﾛｸﾞ書く気力もなくて[:悲しい:]
昨日は２３時に寝ちゃって今日起きたら１３時。（笑

もうすっごい幸せ[:ハート:]
１４時間睡眠ですよ[:パー:]
そう。今週は歯医者ないんだよね。

火曜日に行って次は来週の火曜日なの。

だから久々に爆睡してみました[:揺れるハート:]

あ。そだ。すぅﾁｬﾝ、あたしもお金なくて

東方神起のDVD買ってないの。
ちょっと落ち着いたら買おうかなぁって思ってます。

ﾕﾉｵｯﾊﾟが好きなの???あたし最近贅沢で全員好きかも。（笑＞＞もっそい私信

つーかｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞってCMｶｯﾄして４時間以内に
収まったのにDVDにはﾀﾞﾋﾞ出来ないの???
何度やっても容量が足りませんってなるんだけど[:パー:]
なんか昨日帰ってきてからHDDの容量５時間空けたんだけど
もうそれだけで頭痛くなってきて[:悲しい:]
[:テレビジョン:]の画面が小さいから
すごい小さい字を見るのが大変で。

それでとりあえずｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞは好きなとこだけﾁｮｲｽして

焼くことに決めてまた後日ってことで。（笑

だってまだHDDﾚｺｰﾀﾞｰの使い方わかんないんだもん[:悲しい:]
（↑逝ってよし　Σ(´?｀lll)



買って３ヶ月ぐらい経つんですけども何か???[:パー:]
もうだって説明書読むの嫌いなんだもん[:悲しい:]
全然使いこなせてねぇ[:悲しい:]
もう[:携帯:]とか[:パソコン:]ってなんとなく
説明書なくても使いこなせるけど

HDDが全然使いこなせねぇ[:悲しい:]
説明書がﾃﾞｶｲし分厚いし、すでにそれで読む気がしない[:悲しい:]

あ。博貴、連ﾄﾞﾗ出演決定おめでとう!!!!
日ﾃﾚの火曜日２２時から。

「おせん」ですね。

蒼井優ﾁｬﾝ主演のﾄﾞﾗﾏです[:ハート:]
なんかとんとん拍子に話が進んでてすごいなぁって。

やっぱり博貴の魅力の１つなんだろうね。

人をひきつける魅力。

「一瞬の風になれ」を見ててそう思った。

それってやっぱ天性のものだと思うし、

大切にして欲しいなぁって思う。

博貴ってやっぱｷﾗｷﾗｵｰﾗが出てるもん[:ぴかぴか:]
そのｷﾗｷﾗｵｰﾗをこれからも大切に磨いていって欲しいな

って思います。

ﾄﾞﾗﾏ必ず見ます[:ハート:]

なんか髪の毛早く伸びないかなぁ[:汗:]

また後で書きます[:ハート:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。



ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.21 Fri ﾍﾞﾃﾗﾝを応援しています。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、結局肩こりと頭痛がして

しんどかったので０時前には寝てしまいました[:悲しい:]
すみません[:汗:]
[:パソコン:]向かうのがしんどかったんです[:悲しい:]

ﾔﾊﾞｲ。調子にのってﾊﾞｶｽｶ雑誌買ってたら

歌姫のDVD-BOX買うのに２０００円ぐらい足りない[:悲しい:]
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
とりあえずﾏﾏﾝに２０００円立て替えてもらおう[:悲しい:]
なんかﾎﾝﾄはこうゆうことお願いするのすごいｲﾔなんですけどね。

だってもう一応大人だし[:パー:]（笑
え???あたしって大人だったんだ???
なんかこのﾌﾞﾛｸﾞ読んでるとどこのｱﾎかと思うよね。（笑

そうそう、右側にまたﾌﾞﾛｸﾞﾊﾟｰﾂつけたの[:ハート:]
emoってやつなんだけどあたしがﾌﾞﾛｸﾞ書くたびに顔が変わってくのね。
それで「TALK」ってとこｸﾘｯｸするとあたしのﾌﾞﾛｸﾞが
分析されるの。

なのでｸﾘｯｸしちゃってくださーい[:ハート:]
「BACK」ってとこ押せば元に戻るので[:パー:]
だからﾎﾝﾄは昨日２回更新したかったんだよねー[:悲しい:]
今日も遅番に代わったから午前中にﾌﾞﾛｸﾞ書けたんだけど

でも眠かったってゆーね[:悲しい:]
どんだけ〜!!!![:パー:]

あ。昨日の鹿男、めっちゃ面白かった[:ぴかぴか:]



玉木さんの好きなあてくしとしては２度のﾁｯｽｼｰﾝに

おののいたけど[:びっくり:]
多部ﾁｬﾝかわゆすだなぁ[:ハート:]
なんか堀田さん（＠多部ﾁｬﾝ）の初ﾁｭｳだったんだろうなぁ。

でもそれが小川先生（＠玉木さん）で良かったような。

堀田さん泣いてたもん[:悲しい:]
でもあたし的にあの鹿ﾛﾎﾞｯﾄが異常にかわゆすで[:揺れるハート:]
もう笑った。笑った。

で、まぁ結局ﾊｯﾋﾟｰｴﾝﾄﾞですっきりした[:ハート:]
やっぱ好きなﾀﾚﾝﾄさんのﾁｯｽｼｰﾝって何度見ても

慣れないなぁ[:悲しい:]
なんかのけぞってしまうんですけど[:パー:]（笑
（↑ｱﾎ丸出し[:パー:]

そうそう、あてくしはですね、ヨコのｿﾛｺﾝにﾍﾞﾃﾗﾝが

BAD団代打で出てたことに激しく動揺しまして[:汗:]
このﾍﾞﾃﾗﾝ好きなあてくしとしては行きたかったなぁと。

まぁ、結局東京公演は仕事もあったし、用事もあったしで

行けなかったんですけど[:パー:]
で、すばぶーのﾚﾝｼﾞｬｰにまたﾏｰｼｰが!!!![:パー:]
ﾏｰｼｰ♡

はぅーん。ﾍﾞﾃﾗﾝ[:揺れるハート:]
ヨコよりそっちですか???って感じなんですけども[:パー:]
そんなことないよ。

ヨコは今、２番目に好きな人だから[:ハート:]
もちろん１番は

た・だ・よ・し[:ハート:]

ｷｬｲｰﾝ[:ハート:]
（↑ﾏｼﾞｳｻﾞｽなあてくし[:パー:]

でもね、でもね、ﾍﾞﾃﾗﾝが頑張ってるとすごく嬉しいの[:ハート:]
やっぱりずっと頑張ってきてる人達だから



やっぱﾃﾞﾋﾞｭｰとかして欲しいし[:パー:]
まぁ、ﾃﾞﾋﾞｭｰとまではいかなくてもﾄﾞﾗﾏに出たり

舞台に出たり日の目を見て欲しいんだ。

まぁ、ﾏｰｼｰのｺﾝﾋﾞﾆまりあは見てないんですけどねぇ[:悲しい:]
（↑ﾀﾞﾒﾀﾞﾒなあてくし[:パー:]
ﾏｰｼｰ、ｺﾞﾒﾝよー[:悲しい:]
元忠義のｼﾝﾒなのにね[:てれちゃう:]
あの時はﾏｰｼｰに嫉妬したよ[:汗:]
なんでただﾁｬﾝじゃないの???って。
まぁ、今考えてみれば当時のただﾁｬﾝの演技力はなぁ···｡ｱﾊ。

見た目もﾏｰｼｰの方が華があったし。（笑

地味っこ好きなあてくしとしてはやっぱり当時から

ただﾁｬﾝ推しだったんだけどね[:ハート:]
MAO時代ですよ[:ハート:]
ﾏｷｼﾏﾑﾅﾂｶｼｽ[:てれちゃう:]
ちなみにMAOって何の略かというとここすごいよ[:パー:]
ﾒﾓってね[:パー:]

「ﾐｭｰｼﾞｶﾙｱｶﾃﾞﾐｰｵｵｻｶ」（笑

そうなんですよー。

MAの関西版なんですよ[:パー:]
(*´д`;)ﾊｧｧﾝ♥
まぁ、活動はﾒｲﾝ２人以外のただﾁｬﾝとﾏｰｼｰはあんまり

なかったのが残念なんですが[:パー:][:悲しい:]
まぁ、そんなこともありつつ今があると。

室龍規推しのあてくしでした[:ハート:](笑
どんなｵﾁ???

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.22 Sat 好きってこと。

大倉担まひるですけどもー。

何気ちょっと眠いまひるです[:眠たい:]
( ·д⊂ヽ゛
でもなんか自分の時間が今日は少なかったので

ｷﾞﾘｷﾞﾘまで起きていたいと思います[:ハート:]
まぁ、たぶんこれ書き終わったら寝ると思いますが[:パー:]

あぁ。そういえばまだにっぽんの歌見てないや[:悲しい:]
なんかこっちの方が振りがわかりやすいと聞いていたので

練習しようかなぁって思ってたんですけど

結局休みの日何かしらやってて見てないってゆーね[:悲しい:]
ﾊﾟﾂﾝﾊﾟﾂﾝな忠義を見てやろうかと思ってたのに。(笑
まぁ、人のことは言えない程ﾊﾟﾂﾝﾊﾟﾂﾝなあてくしですけども[:パー:]
まぁ、通称どすこいですから[:パー:][:パー:][:パー:]
わぁ、久々に言ったなぁ。

どすこいって言葉。（笑

ちょっと今噴出してもうた[:猫2:]
なんかﾒﾀﾎﾞって言葉の方が可愛いよね???(笑
ﾒﾀﾎﾞ三兄弟だったらまだ可愛いけど

どすこい三兄弟だったらちょっと凹むわぁ。(笑
いや、面白いけどね。(笑
あ。でもｽﾏｽﾏでやってたくさなぎくんと慎吾ﾁｬﾝの

お笑い芸人のｺﾝﾄのやつ「どすこいﾊﾟｲﾅﾎﾟｰ」だったね。(笑

そういえばもうすぐﾂｱｰ始まるね[:ハート:]
まぁ、あたしは行けないんですけど[:パー:][:悲しい:]
民ﾁｬﾝの４９日と重なってしまって

その日しか日程も厳しいし、



まぁ、2∞8年の春ｺﾝは今しかないかもしれないけど
でもｴｲﾄｺﾝがなくなるわけじゃないし、

また次に行けたらいいなぁって思う。

なので春ｺﾝ行かれる方はあたしの分まで楽しんできてください。

時々、学生さんが羨ましいなぁって思う時がある。

なんか休みが自由になるってﾎﾝﾄにいいなぁって。

まぁ、あたしも学生の時は結構ｺﾝ行ってましたからね。

今は休みが全然自由にならなくて凹む時もあるけど

でもｴｲﾄに会いに行くためだけに仕事してるわけじゃないし、

仕方がないかなぁって思います。

むしろ、ｴｲﾄが頑張ってるならあたしも頑張ろうって

思います。

ｲﾔなこともたくさんあるし、

仕事行きたくないなぁって思う日も

たくさんあるけどでもやっぱり接客は好きだし、

ｲﾔなことだけじゃないし、お客さんに笑顔で

帰ってもらえるとやっぱり嬉しい。

結局好きってことなんだよね。

そろそろ寝ますか。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.24 Mon 愛が欲しい。

大倉担まひるですけどもー。

昨日疲れてすぐﾍﾞｯﾄﾞの中に入ったものの

全然眠れず[:悲しい:]
結局朝までｳﾀﾞｳﾀﾞしてました[:悲しい:]
で、さっきまでもっそい眠かったのに

結局眠気が飛んでしまい、また眠れそうにありません[:悲しい:]
やっぱり仕事の帰りが遅いと

どうしても眠れないんだよね[:悲しい:]
だから[:病院:]でもﾎﾝﾄは早番ばっかりの
生活の方がいいって言われてるんだけどね。

まぁ、そう勝手なことも言えず[:パー:]

なんかそういえば最近忠義のことを書いてないなぁと

思いつつ。

まぁ、要はﾈﾀなしなんですけども[:パー:]
だめだ。最近忙しくて[:携帯:]のﾒｰﾙも返してないし、
[:パソコン:]のﾒｰﾙも返してない[:悲しい:]
どんだけ〜!!!![:パー:]
ﾎﾝﾄすいません[:汗:]
ﾎﾞﾁﾎﾞﾁと返していきますんで[:パー:]
あたし、ﾎﾝﾄまめな人間じゃないので

ご迷惑おかけしますが別にどうでもいいとか思ってる

わけじゃないんで[:パー:][:悲しい:]
手紙も書いたけど書き直しが必要だったり

そんなわけで頑張りますだ[:グー:]

そういえばあたしの好きだった「斉藤さん」。

地味に視聴率良かったみたいで。(笑



なんかとくにこれって展開もないﾄﾞﾗﾏだったんだけど

なんか地味に面白く。（笑

なんか観月ありさもｵﾊﾞｻﾝと呼ばれるような年齢に

なったのねぇと地味に考え深く。(笑
だってﾅｰｽのお仕事好きだったんだもん[:ハート:]
あのﾍﾅﾁｮｺﾅｰｽの観月ありさと斉藤さんが同じ人に見えない。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あとﾐﾑﾗも主婦役を演じるような年齢なのねぇとか

地味に考え深く。（笑

っていつも思うけど「ﾐﾑﾗ」って!!!!![:パー:]
下の名前はねーのかよ[:パー:]
と何気に面白かったわけで。

仕事の帰りが遅かったため、いつも１ﾎﾟﾝﾄﾞの福音が見れず[:悲しい:]
そんな中あたしの叔母は[:携帯:]の待ちうけが亀梨きゅんだと
いうことを知りました[:揺れるハート:]
(*´д`)ｱﾊｧ♥
ちなみにﾏﾏﾝ報告です[:ハート:]
亀梨ｷｭﾝ[:揺れるハート:]が大好きらしいです[:ハート:]
そんなあたしもeighterですけど何か???[:パー:]
そんなあたしの兄ちゃんの奥さんいわく

KAT-TUNはわかるけどｴｲﾄとNEWSと平成がわからないらしいです[:悲しい:]

えぇぇぇぇぇぇえｰｰｰｰｰｰｰ!!!!!

いや、あたしも平成はわからないけど[:パー:]
そんなｴｲﾄもNEWSも知名度低いですか???
まぁ、まぁ、平成は最近結成されたばっかりじゃないですか???
雑誌ﾊﾞﾝﾊﾞﾝ載ってますけど半分ぐらいしか

わかりません[:パー:]
そんなｦﾀ失格なあてくしでｺﾞﾒﾝなﾊﾟｲ[:たらーっ:]
だってもうあたしの中でﾁﾋﾞｼﾞｭﾆｱはﾔｰ?が最後だったんだもん[:悲しい:]
特急とか知りません[:パー:][:悲しい:]
小窓もわかりません[:パー:][:悲しい:]
そんなあたしに平成を知れとゆーのが無理な話で[:パー:]
そのわりに関ｼﾞｭにうるさいあたしですが何か???[:パー:]



室家の三男がｼﾞｭﾆｱ入りしたことも知っています[:ハート:]
ｳﾊ[:てれちゃう:]
つーか龍規って何人兄弟だよ[:パー:]
と地味に突っ込みどころがあって面白かったわけで[:パー:]
そ、そんな。

もし忠義の弟さんがｼﾞｭﾆｱ入りとかしたら

ｳﾊｳﾊ[:てれちゃう:]ですけど何か???[:パー:]
特にﾕｰﾀｰは男前だと聞きますけど[:パー:][:パー:][:パー:]
やっぱそう考えると男前の遺伝子ってあるのねぇ[:ハート:]
（↑妙にｦﾊﾞﾁｬﾝ口調[:パー:]
あぁ。遺伝子がほすぃ[:ハート:]
先っちょからくれ[:パー:](笑
（↑先っちょって!!!!![:パー:]
忠義ってお母さん似なんだっけ???
ﾏﾏﾝ美人さんなんだろうなぁ。

でも忠義ﾏﾏﾝがﾀﾊﾞｺを吸うｲﾒｰｼﾞが全然わかないのよね[:汗:]

あぁ。くらりある 見てねぇー!!!!![:悲しい:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.25 Tue 頑張って!!!!!

大倉担まひるですけどもー。

今日、いつもより余裕持って起きてたんだけど

そしたら職場から[:電話:]あって
３０分早く出てこれる???って。
時間があったので出れますよ[:パー:]って言って
いつもより早く仕事に行きました[:ぴかぴか:]
なんか最近結構休むことが多かったので

出来るだけ穴埋めをしたいなぁと思ってます。

なので休日出勤もしようかなぁって思ってます。

なんか最近仕事が楽しいの[:ハート:]
ちょっと前までｲﾔだなぁって思ってた時も

あったんだけど

なんか仕事楽しい〜[:ハート:]
〜(^Д^〜)
まぁ、結局店長の機嫌がいいか悪いかに左右されるんですけど[:パー:]
最近店長の機嫌がいいんですよ[:パー:]
でも忙しくてなかなか帰ってきてから

すぐﾌﾞﾛｸﾞ書くことが出来ずに

ご飯食べてお風呂入って

１時間ぐらいｺﾞﾛｺﾞﾛしてて眠かったら寝ちゃいます[:眠たい:]
で、大概一息ついてる間に

眠くなくなっちゃうんですよねぇ[:悲しい:]
なので今日もﾌﾞﾛｸﾞを書いています[:ハート:]

嵐の宿題くんを見てたんだけど

最近毎回恒例となりつつある泣きの１回。(笑
Tｼｬﾂ乳○穴あけが屈辱的で面白い。
あたしは先週の松潤のが１番面白かったけどね[:ハート:]
やっぱりどSの人が辱められる姿って



最高ですよね[:グッド:]
(↑どんな発言だよ[:パー:]
でも嵐ってﾎﾝﾄﾒﾝﾊﾞｰ仲良しだし、

あたしそうゆうｸﾞﾙｰﾌﾟ大好きだから

見てて楽しい[:てれちゃう:]
ひっそりこっそり応援しています[:ハート:]
櫻井翔贔屓の元相葉担としては。(笑

そうそう、先週ぐらいだったのかなぁ???
ﾔﾌｰ動画でﾀｸﾃｨｸｽ（＠ｱﾆﾒ）が全話やってたんだけど

時間がなくて見れなかったんだよねー。

ﾃﾚ東でやってた時は結構見てて、

２〜３話見てないぐらいだったの。

なんか最近そうゆう面白いｱﾆﾒないかなぁ???
今、深夜ｱﾆﾒ１本も見てないもん[:悲しい:]
誰か何か面白いｱﾆﾒ知ってたら教えてください[:汗:]

そういえばまた代打屋やるらしいですねぇ???
年末のが好評だったんでしょうか???
あたしﾘｱﾙに忘れそうですけど[:パー:]
だってﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ大作戦が明日だということさえ

忘れてました[:悲しい:]
なんかよく雑誌に載ってた

長澤まさみﾁｬﾝがｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞﾚｽに山久のｼﾞｬｹｯﾄ羽織って

海辺を歩くｼｰﾝがすっごい好きで[:ハート:]
あれ相当寒かったと思うんだけど

なんか胸がｷｭｰﾝ[:揺れるハート:]ってしちゃいます[:ハート:]
忠義とｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞﾚｽ姿で隣歩けるだけで

胸がｷｭｰﾝ[:揺れるハート:]ってなります[:ハート:]
まぁ、忠義は絵になると思うんですけど

あたしがね、足引っ張りますよね[:悲しい:]
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)

でもでも、あたし的に衝撃だったのは



金八先生のｺﾗﾑですけど[:パー:]
亀梨ｷｭﾝが「俺には役者の才能がない」とか

「２０代で引退しようと思ってた」発言です[:悲しい:]
なんかあたし亀ﾁｬﾝに全然役者の才能ないとか

思いませんよ[:パー:]
亀ﾁｬﾝは一生懸命頑張ってると思います。

でもどうしても亀ﾁｬﾝらしさが伝わるﾄﾞﾗﾏって

出来ないんですよねぇ[:悲しい:]
ごくせんの時のような野ﾌﾞﾀのような

人気のお芝居だって出来るので

全然心配はいらないと思います。

でもぶっちゃけ最近KAT-TUNの人気落ちてることは
確かですよね。

前ほどの人気はなくなってしまったと

あたしは思います。

それでもその辺のﾀﾚﾝﾄさんからしたら

人気は十分あるし、頑張って欲しいなぁって思います[:ぴかぴか:]
でも何なんでしょうね。

亀ﾁｬﾝに足りないもの。

あたしもよくはわかりませんがやっぱりﾄﾞﾗﾏが不発に

終わると悲しいですよね[:悲しい:]
でもあたしの叔母はひと恋の亀ﾁｬﾝが大好きだと

言ってたらしいです[:ハート:]
考えたら亀ﾁｬﾝって月９だったり土曜日だったり

あたしの仕事が遅番の日にﾄﾞﾗﾏやってるので

ほとんど見れてないんですよね[:悲しい:]
だから何が悪いとか感想とか言えた義理ではないんですが[:パー:]
亀ﾁｬﾝ、これからも頑張ってください。

あたしもし忠義がそんな弱気発言したらどうしよう。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
渇を入れるな。きっと。(笑
でも結婚したいって２０代で言われたら

泣くな[:悲しい:]
まだまだみんなのｱｲﾄﾞﾙ大倉忠義でいて欲しいもん[:ハート:]

今日、忠義のことあんまり書いてないけど



とにかく明日歯医者で早起きするから

寝なくちゃと思って。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.25 Tue 久々の漫喫にて。

大倉担まひるですけどもー。

今日は午前中歯医者で午後お昼寝してたら

歌姫のDVD-BOXが届きました[:ハート:]
まだ封を開けてないんですけどすっごいｺﾝﾊﾟｸﾄな感じです[:ぴかぴか:]
後でつなびぃにUPしておきます[:てれちゃう:]
ちなみに今、[:家:]じゃないんですよね[:汗:]
漫喫に居ます[:ハート:]
まぁ、なぜ漫喫にいるかはなぞです[:猫2:]（笑
でも椅子がﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｼｰﾄなんですけど

すっごい沈むんですよ[:パー:]
だからもっそい[:パソコン:]がやりづらいです[:悲しい:]
しかもIE7なのですがIE7だとまひるのﾃﾝﾌﾟﾚ崩れるんですよ[:パー:][:悲しい:]
なので普段、IE7で見てる方もっそいすいません[:汗:]

なんかせっかく漫喫に来てるのに書くことが浮かばないんだよなぁ[:悲しい:]
最近よくあることなんですけど[:パー:]
あ。そういえば今日、むちゃ∞ﾌﾞﾘが最後ですよね[:悲しい:]
絶対見ようー[:ハート:]
なんか最近ﾎﾝﾄ眠いんですよね[:眠たい:]
でも今日はﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ大作戦SPもあることだし、
頑張って起きてなくちゃ[:てれちゃう:]
あれっていつも月曜日にやってたじゃないですか???
だからあたし最初から見たことってなくて

よく話の展開についていってるなぁと思って。（笑

いつも２０分ぐらいしか見れなかったんだよなぁ[:悲しい:]
今日はちゃんと最初から見たいと思います[:ハート:]

歌姫のDVD-BOXに特典映像ってついてるんだっけ???



って気になってWebのTOKIOのﾍﾟｰｼﾞ見たんだけど
載ってなかった[:悲しい:]
でもｽﾄﾚﾝｼﾞｱだっけ???
あれのﾌﾞﾙｰﾚｲ発売になるんだね。

なんかもう時代はﾌﾞﾙｰﾚｲ???
DVDﾚｺｰﾀﾞｰとか使えなくなっちゃうんだろうか???[:悲しい:]
あたしなんて最近DVDﾚｺｰﾀﾞｰに切り替えたばっかなのに[:悲しい:]
でも最初DVDﾌﾟﾚｰﾔｰが発売になった時、
高かったよね???
普通の見るだけのやつね[:パー:]
それが今じゃ、５０００円ぐらいで買えちゃうんだよね[:ぴかぴか:]
あたしがﾌﾞﾙｰﾚｲを買う日はとりあえず[:テレビジョン:]を
地ﾃﾞｼﾞ対応の大きめのやつ買ってからだなぁ[:てれちゃう:]
あたしの部屋なんて１４ｲﾝﾁのﾊﾟﾊﾟﾝがｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟで優勝して

もらってきたやつだもん[:悲しい:]
なんか弟の[:家:]に行ったら所謂横長の[:テレビジョン:]で
もっそい違和感を感じました[:悲しい:]
でも画面が大きくてもっそい見やすかった[:ぴかぴか:]

そういえばただﾁｬﾝはﾀﾞｲｴｯﾄ順調なのだろうか???
くらりあるにちょっと書いてあったけど

一発芸行きですか???[:パー:]
なんかただﾁｬﾝは大丈夫みたいなこと言ってたけど

ﾎﾝﾄに???って感じだし。（笑
それより丸ﾁｬﾝの坊主の行方が気になるんですが[:パー:]
あと２ｷﾛちょっとなんでしょ???
なんかﾊﾞﾘｶﾝで刈られる姿が目に浮かぶわぁ。

（↑ひどい人[:パー:]
丸ﾁｬﾝの坊主ってどんな感じなんだろ???
ちょっと前までﾛﾝ毛ﾁｬﾝ、いや、ｵﾀﾞｼﾞｮｰだった人だからなぁ。

でもきっと丸ﾁｬﾝなら違和感なさそう。（笑

時夫ﾁｬﾝも結構見慣れたら可愛かったし[:ハート:]
頑張れ。丸ﾁｬﾝ[:ハート:]
忠義は一発芸を披露してね[:チョキ:]
その方が面白いから[:パー:]（笑
まぁ、どっちにしてもあたしは見れないけど



場が盛り上がればそれでいいかなと[:パー:]
でも前にヒナﾁｬﾝだったと思うんだけど

忠義は痩せるって言ったらちゃんと痩せるし、

しっかりしてるみたいなこと言ってたよね[:チョキ:]
と、ﾊｰﾄﾞﾙをあげてみる[:上向き:][:上向き:][:上向き:]（笑
ただﾁｬﾝ、頑張って!!!!![:パー:]
まぁ、お前も頑張れよ[:パー:]って言われちゃいそうですが[:パー:]
いや、お前が１番頑張れよ[:パー:]かな。（笑
とか言いながら今、ﾄｰｽﾄ頼んじゃったんですけど[:パー:]（笑
もうだってﾄｰｽﾄ大好きで。

でもなぜか[:家:]では食べないんですよね[:悲しい:]
で、今、ﾒﾆｭｰ見たらﾄｰｽﾄがあったので

早速頼んじゃいました[:ハート:]

じゃ、また後で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.26 Wed ｹﾝｿﾞｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんか久々に漫喫に行って楽しかったです[:ハート:]
なんかﾌﾞﾛｸﾞ書いた後、ちょっと漫画読んで

１９時頃[:家:]に帰ってきたんですけど
またたまには行きたいなぁと。

今、歯医者で楽しみにしてる花男の漫画も

まだ６巻までしか読んでないので

続きを漫喫で読みたいなぁと思ってます[:ぴかぴか:]
でも歯医者に通院してるだけで６巻まで読むってすごくない???
だって休みの日に歯医者行く時、３０分ぐらい

早く行くもん。(笑

あたし友達とﾜｲﾜｲやるのももちろん好きなんですが

結構１人で時間つぶせる人なんですよ[:パー:]
１人で買い物行ったり、ご飯食べたり、

漫喫行ったり。

[:家:]で[:読書:]読んでたり。
もう絶対ｶﾞﾁの買い物は１人で行きますね[:ぴかぴか:]
なんか友達と買い物ってゆーと

雑貨とかの買い物が多いかなぁ。

最近空たむ（＠章大）と遊べてないんで

来月はご飯食べに行ったりしたいなぁなんて思ってます。

あたし、高校卒業して山梨に引っ越してきたので

ﾎﾝﾄ友達少ないんですよねぇ[:悲しい:]
特にあんまりｱｸﾃｨﾌﾞな方じゃないし[:悲しい:]
そこはあたしの反省点なんですけどねぇ[:たらーっ:](笑

さっきまですべらない話見てました。



もう何度も噴出してしまって

めちゃくちゃ面白かったですよ[:パー:]
最初むちゃ∞ﾌﾞﾘを見てたので
途中からすべらない話を見たんですけど

夜中なのを忘れて爆笑してました。

やっぱ人間生きてくのに笑いは必要ですよねぇ[:ハート:]
あたしは松ﾁｬﾝとｼﾞｭﾆｱさんと宮川さんが大好きなので

注目でしたね[:ぴかぴか:]

あと今日、ﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ大作戦SP、すごく良かった[:ハート:]
なんか最初、ﾂﾙﾒｲﾝの話っぽくて

健と礼の話はどうなっちゃうことかと思ったんですが

最後結婚の話までこぎつけてよかったなぁって思いました[:ハート:]
やっぱり山久はｶｯｺｲｲです[:ぴかぴか:]
あたしも健みたいな彼氏が欲しいです[:ハート:]
なんか若いのにすごくｷﾁっとしてて

いつも礼とｹﾝｶしてばっかだけど

でもお互いが言いたいこと言えて

そりゃ肝心なことはなかなか言えなかったりするんだけど

でも最後にはいつもﾋﾞｼっと決めてくれる健が好きです[:ハート:]
誰よりも礼が好きで仲間思いで

すごくすごく胸がｷｭｰﾝ[:揺れるハート:]ってなりました。
で、海辺で抱き合うｼｰﾝ２回あったじゃないですか???
あの時、健が礼の頭にそっと手を添えるんですよね。

そこにｷｭｰﾝ[:揺れるハート:]って。
なんかそこに愛情が詰まってるような気がしました。

あたしそうゆうとこに弱いんですよねぇ[:てれちゃう:]
(*´д`)ｱﾊｧ♥

まだ歌姫DVD-BOX開けてないんですよねぇ。
特典映像があるってことはわかったんで

明日辺り見ようかなぁとは思ってるんですけど[:パー:]
大倉忠義ﾅﾋﾞｹﾞｰﾄによるﾒｲｷﾝｸﾞｼｰﾝがあるとのことなので

もっそい楽しみにしてます[:ハート:]



なんか３月末から４月の連ﾄﾞﾗと録画したいものが

たくさんあってHDDの容量空けないとなぁと。
確実にむちゃ∞ﾌﾞﾘは録画失敗したんですよ[:パー:][:悲しい:]
後はﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ大作戦がちゃんと撮れてるかが心配なんですけど[:悲しい:]
HDDがいっぱいで途中で切れてしまったみたいなんで[:パー:]
SHOCK ME!!!!![:パー:]

明日も仕事なんでそろそろ寝ます[:眠たい:]

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです[:ハート:]

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます[:ハート:]

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.03.26 Wed ﾄﾞﾗﾏｰ好き&#9825;

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

１度書いたら消えました

なのでちょっとやる気喪失です

そうそう、やっとJUGEMさんの新管理画面が使えるようになったのね。
でもすっごい使いづらい。

画面を何度もｽｸﾛｰﾙさせないとならないし、

絵文字がなかなか出てこないし

たぶんこれは不評に終わるのではないかと思ってます。

でね、今日は１９時からﾃﾚ東さんで旅番組やってて

それにあたしの大好きな「河相我聞さん」が出てて

もうこれは見るしかないでしょ???
もう何が好きって全部 （笑

ﾛﾝﾌﾞｰの番組で我聞さん見て好きになって

ﾄﾞﾗﾏのﾋﾞﾃﾞｵとかも借りてきて見たけど

もう胸がｷｭｰﾝ

ちなみに我聞さんもドラマーなんだよね

たまにﾗｲﾌﾞﾊｳｽとかでJAZZｼﾝｶﾞｰさんのﾊﾞｯｸでﾄﾞﾗﾑ叩いてます
まだ１度も見たことないんだけど

いつか観に行きたいなぁって思ってます

前に で芸能人ﾊﾞﾝﾄﾞSPみたいな番組やってたことがあって
それに我聞さんが出てﾄﾞﾗﾑ叩いてたんだって。

あたしはたまたま見てなかったんだけど

http://jugem.jp/theme/c79/25/


空たむ（＠章大）が見てたらしい。

で、今日の旅番組は秋田の山の中にある温泉に行くんだけど

雪山で。

もういつ雪崩がおきてもおかしくない状態の中

２ｷﾛの道のりを行くわけ。

ちなみに３ﾒｰﾄﾙの積雪の中で

すっごい我聞さん頑張ってた。

そんなわけで結構見入ってしまった （笑

そうそう、昨日のﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ大作戦SPをDVDに焼こうと思ったら
ﾁｬﾌﾟﾀｰ数が多くて焼けません

みたいなﾒｯｾｰｼﾞが出て結局説明書を見るのが

めんどっちいあたしは焼くことが出来なかったんだけど

これってどうすればいいの???
誰か教えてください (切実

で、まだ歌姫のDVD-BOXは見てないんだけど
ﾊﾟｯｹｰｼﾞは開けたのね

そしたら中に磯山Pが描いた似顔絵のﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞが入ってたんだけど
すっごい似てるのね。

しかもｼﾞｪｰﾑｽの下に「ｼﾞｪｰﾑｽ、前室でお菓子食べすぎ」って

書いてあって爆笑。(笑
やっぱり忠義はどこまで行っても忠義なんだなぁって

だから最近ﾀﾞｲｴｯﾄで好きなものがあんまり食べられなくて

可哀想だなぁと思って

やっぱり忠義がちょっとぽっちゃりしてても

好きなもの美味しそうに食べてる忠義の方が

あたしは好きです



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.03.27 Thu ｼﾞｬﾆｺﾞﾄ。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

今日は午後から歯医者でお昼まで寝てました

一応朝には起きるんだけどまた眠くて寝ちゃうんだよね

でもこれがあたしの休みの楽しみなんだよなぁ

もうﾎﾝﾄ普段ちゃんと眠れないから休みの日に

調整しないとぶっ倒れるよ

ﾏｼﾞでﾏｼﾞで

あと音楽 は起きてる間はほぼ聴いてる。

最近はずっと東方神起聴いてる。(笑
（↑ﾜｯﾊｯﾊｰじゃねーのかよ

いやね、なんとなく。(笑
でもNEWSに至っては買ったのに聴いてないからね

あ。今、山梨で「ｸﾛｻｷﾞ」が再放送になってて

気づいたのが遅かったんで録画はしてないんだけど

今見ながら書いてます

あぁ。山久ｶｯｺｲｲ

しかも映画のｸﾛｻｷﾞのCMが途中で入ったんだけど
「映画はクロサギ、TVはUTY（ﾃﾚﾋﾞ山梨）。」って
山久と堀北真希ﾁｬﾝが言ってるの

そんな小さなことで萌え〜

ってしちゃった。(笑

http://jugem.jp/theme/c79/25/


そういえば昨日、 からﾌﾞﾛｸﾞ見たら

新管理画面使って書いた記事の絵文字が から

見たのと同じになってて。

旧管理画面で書こうと思ってたんだけど

やっぱり新管理画面から書いてます

あ。庭の桜が５分咲きぐらいになってたので

つなびぃにUPしました
なんか桜って気がつくと結構咲いてて

あっという間に散ってしまうんですよねぇ

でもあたしは桜が満開に咲いてるのを見るのが大好きです

春だなぁって。

そだ。Webで松原と８１８のｸﾞｯｽﾞ販売やってるんだけど
ｸﾞｯｽﾞどうしようかなぁと思って。

松原は特に欲しいものもないんだけど

８１８の方がﾊﾟﾝﾌとかﾚｯｸﾞｳｫｰﾏｰとかﾊﾟﾝﾂとか。(笑
結局ﾊﾟﾝﾂ買うのかよー って言われそうですが

だってだって忠義もはいてるならやっぱり欲しいなぁと思うわけで

ｦﾀ心理ってやつです

でもあたしはたぶん買ってもはかないと思うよ （笑

もったいないし、やっぱり恥ずかしいなぁ

で、今結局ﾊﾟﾝﾌとﾚｯｸﾞｳｫｰﾏｰとﾊﾟﾝﾂだけ申し込んだ

なんかでもﾊﾟﾝﾂと一緒に申し込んだから届くのが

６月中旬以降ってことになるらしいんだけど

もうそのぐらいになってるとﾚｯｸﾞｳｫｰﾏｰなんて

しないよね???
と若干凹みまして

って!!!!
今日、「とくばん」じゃん!!!!!
山梨県民には全く関係ないとくばんです

なぜならとくばんでもいつもと変わらず２０時から始まるからです



しかもｹﾞｽﾄが豪華だからｴｲﾄがｶｯﾄになる部分多そう

一応見るけど。(笑
(↑見るのね

 

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.03.27 Thu とくばん&#9825;

JUGEMテーマ：ジャニーズ

 
大倉担まひるですけどもー。

「とくばん」見た!!!!!
みじかっ!!!!
歌含めて１５分ぐらいだったような

全国的にそんなもんなの???
山梨だけ???
なんか忠義の大きな笑い声が聞こえて

うひゃ ってなったけど。(笑
相変わらずやっすんいじられるなぁ。(笑
案外中居くんのﾀｲﾌﾟだったりして。(笑
あたしやっすんがいじられるのもっそい好きなの

だって可愛いんだもん

で、ｱﾑﾗｰなあたしは安室ﾁｬﾝが見れて幸せでしたけど

あたし安室ﾁｬﾝの全盛期の頃は好きでも

なんでもなかったのね。

でも結婚してから路線変更したでしょ???
それから大好きになったの

今の曲もいいよね

そりゃ１位もとりますよー

あ。あとﾄﾞﾗえもんと悟空と南ﾁｬﾝのｺﾗﾎﾞ、あたし的に最高

そんなｱﾆﾒｦﾀ１名。

の前で悶絶してました。(笑
あ。今更気づいた的発言かもだけど

歌の時、忠義がﾀｰﾝしてたよね???
あたしにっぽんの歌見てないし、

Mｽﾃしかまだ見てないから
忠義のﾀｰﾝに今日気づいたってゆーね

http://jugem.jp/theme/c79/25/


なんか綺麗にﾀｰﾝ出来てた。

（↑MAのみんな見てくれてるかなぁ???

あ。そういえば今日、ﾚﾝｼﾞｬｰの更新

亮ﾁｬﾝとやっすんと忠義とヨコがされてなかったんだけど

どこか海外とか行ってるのかなぁ???
でも昨日くらりある は更新されてたよね???
なんかなぞの行動なんですけど!!!!!
でも今日、ﾚｺﾒﾝあるよね???
ﾎﾝﾄなぞだわー。

なんか最初に忠義見て珍しいなぁと思って

上から順番に見て行ったら亮ﾁｬﾝもで、

え???って思ってちょっと笑って。(笑

そしたらやっすんもだし、

ここまできたら絶対ヨコもだよ

って思ったらやっぱりヨコもで。(笑
あやすぃー

って思ったまひるたそなのでした

つーか今日眠くて眠くて

今、安室ﾁｬﾝの 聴きながら書いています。

とりあえず寝ます。(笑
ﾎﾝﾄすいません

もし眠れなかったらまた書きます

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。



ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.03.28 Fri 無事ﾚﾝｼﾞｬｰ更新されました&#9825;

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

何気に眠れなかったわけでー （笑

そんなわけでﾚｺﾒﾝを聞きながらﾌﾞﾛｸﾞ書いてます

そうそうさっきﾍﾞｯﾄﾞに入ってWeb見たらちゃんと４人のﾚﾝｼﾞｬｰが
更新されてたので安心しました

まぁ、でも４人が４人更新出来ないってあやすぃ と思うわけで。(笑
あたしのかんぐりも程ほどにしろよ って感じです (笑

今日ね、関節が痛くて

何もしてないのに足腰痛くて

なので早めに寝て明日に備えたいと思ってます。

なのにﾚｺﾒﾝ聞いてるあたしって··· （笑

まぁ、今日昼まで寝てたしね

あ。ﾜｯﾊｯﾊｰで忠義がﾀｰﾝしてたのはとくばんだけと

聞きまして。（＠名無しさん

ﾀﾓｽﾃは視力の悪いあたしとしてはごちゃごちゃしてて

全然わからなかったんだよね

ﾀｰﾝしたかどうかも （笑

どんだけ〜!!!!
(↑文字の大きく仕方が分かりました
なんかめんどっちぃような分かりやすくなったような。(笑
前よりも大きくする方法がわかりやすくなった感じ。

なんか最近休みの日でもなかなかｴｲﾄのこと優先出来なくて

http://jugem.jp/theme/c79/25/


全然DVDも見てないし、
たまにはｴｲﾄまみれになる休日を送ってもいいんじゃないかと

春ｺﾝのﾂｱｰﾀｲﾄﾙも決定しましたしね

『KANJANI∞　LIVE TOUR　２００８　
　　　　　　　　　　　　　　　　∞だよ!全員集合』 
(↑ﾎﾝﾄに全員集合してくれたらいいなぁ
なんか今日とくばんで段々減ってくなぁみたいなこと言ってて

ちょっと悲しくなったもん

なんか先週のTVｶﾞｲだったと思うんだけど
ｺｰﾅｰ持ってるじゃないですか???
あれに忠義がﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑの写真載せてて

またやりたいなぁみたいなこと書いてて

あたしﾎﾝﾄﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑの音大好きなのね

忠義も言ってたけどすっごい乾いた音がするでしょ???
あれがたまらなく好きなんです

ﾄｰﾝって。

あれがすごくｶｯｺｲｲんだよねぇ

あぁ。今から忠義のﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑのDVD見ます

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

 

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます



2008.03.28 Fri 忠義と一緒なら何も怖くない。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

今日何回更新したんだろ???
案外あたしが暇児なことが発覚しましたね (笑
ﾎﾝﾄ暇児なんですよ

とゆーか昼間は何かしらしてたり寝てたりなんですが

夜になると夜行性なので何か始めたくなっちゃうんですよね

あ。さっき「Spirits!!」見てたんですよ
好きな部分だけﾁｬﾌﾟﾀｰで見てたんですけど

あたし久々に「明日」見て胸がきゅーん ってしちゃいました。

もうあれはネ申です

章大の声と丸ﾁｬﾝの声と忠義の声が合うんですよね

もう何度見ても大好きです

忠義の歌いながらﾆｺって笑う笑顔も当時は計算と

言われたりもしたけど

あたしは絶対そうは思わなかった。

計算であんな純粋な笑顔が出来る???
ﾎﾝﾄに楽しいから出た笑顔だよね

もうあの城Ｈは絶対忘れられない。

博貴がいなくなって初のﾗｲﾌﾞだったし、

ｻﾏｽﾍﾟの前夜祭だったんだもん。

すごくみんながみんな不安で

その中ですごくエイトは頑張ってくれて

博貴のことはずっと考えていたけどでもエイトの頑張りに救われたんだよね

それからは不安とかなくなってエイトに着いていったら間違いない

って思えるようになった。

http://jugem.jp/theme/c79/25/


でも今、博貴が内博貴として仕事するようになって

ぶっちゃけエイトはどうなってしまうんだろうって気持ちはあるよ。

あたしはまだエイトに戻ってきてくれること諦めたわけじゃないし。

また８人で最高で最強の関ｼﾞｬﾆ∞を見たい
これからもずっと。

あ。それで忠義のﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑを見てたんですけど

石川直さんの方がやっぱり連打がすごいので

ﾎﾝﾄに乾いた音がするんですよね。

あたし、ぶっちゃけ石川直さんのﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑは４回ぐらいしか

見たことないんですけど

あたしの尊敬するﾐｭｰｼﾞｼｬﾝの１人です

いつかﾌﾞﾗｽﾄ!公演観に行きたいなぁって思ってるんですけどねぇ。
あたし、休みもお給料もｴｲﾄにつぎ込むことが多くて

ぶっちゃけもっといろんなﾗｲﾌﾞ観にいきたいって思ってるし、

舞台もたくさん観に行きたいって思ってるんですよね。

ｴｲﾄだけ見てたらあたしが成長しないんですよね。

やっぱりｴｲﾄﾒﾝがｴｲﾄを離れて個人でのお仕事を頑張ってるように

あたしもｴｲﾄ以外のもので影響受けてこないと

ｴｲﾄの見方が偏ってしまうような気がするんです

だからあたしももっともっと勉強が必要だなぁって思うんです。

今はたくさんの音楽 を聴きたいですね

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます

８→１



2008.03.28 Fri 次いつあなたに逢えますか???

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

１度書いたら消えやがりました

今度しばき倒してやろうかと思ってます

昨日寝たのが遅かったからもっそい眠い

もう帰ってきた頃がﾋﾟｰｸで

今はちょっと落ち着いたけど

あくびが止まらなくて涙ﾎﾟﾛﾎﾟﾛだったもん

今日は早く寝るぞぉー

２２時までには寝たいと思ってます

でもあたしたぶんそんなにすぐには眠れないんだよね

前日寝てなくても次の日もなかなか眠れないことざらだもん

山梨では１週間遅れでMUSIC FIGHTERがやってるんだけど
今日がエイトの出る日なのね。

でもそんな時間まで起きていたくねぇー

まぁ、たぶん見ないとは思うけど

その時間まで起きてるとは思う。

見る元気まではないと思うけど （笑

（↑ヲババか???

なんか帰ってきてから少しだけ

クロサギ見たんだけど

やっかしクロサギｶｯｺｲｲー

http://jugem.jp/theme/c79/25/


山久、ｶｯｺｲｲー

〜(^Д^〜)
あたしはやっかし山下智久が大好きだぁ〜

映画も観に行きたいしなぁ

で、思うんだがやっぱり真希ﾁｬﾝは髪、ｼｮｰﾄの方が絶対かわいい

ｼｮｰﾄの似合う子ってやっぱり可愛いよね。

あぁ。そう考えたら自分がｼｮｰﾄなことに自己嫌悪

もうでも縮毛矯正にｴｸつけてｶｯﾄしたらいくらかかるんだよ

って話ですわ

ちなみに今は黒髪ね。

なんか昔は金に近いくらいに染めてたんだけど

ﾛﾝｸﾞにしたらﾁｬﾗくなってしまって(笑
それからは黒髪かなぁ。

ちなみに当時はﾎﾞﾌﾞだったんですが

今はやっぱり黒髪のロングが１番だねぇ

だいたい１２月のｶｯﾄで失敗してなければ

こんなｲﾔな思いはしてなかったわけで

もう絶対次から指名しようー。

いつも急いでるから指名とかしてなかったのよね。

今の美容院に変えてから。

もうそれが恐怖の始まりなんですけど

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

そういえば忠義、最近はびっくりする程の

髪型のﾁｪﾝｼﾞはないよね???
まぁ、歌姫で神宮司くんになった時は

最初坊ちゃんみたいで可愛かったんだけど

あたし、昨日「Spiｒits!!」見てて
「明日」の時の忠義に激しく萌え

あの髪型好きだったなぁ

長いのも好きだけどあのぐらい短いのもかわゆす だよね。

で、まぁ、来週には春ｺﾝが始まるわけですけども

なんかｿﾛ曲とかも気になるし、

４７ﾂｱｰが終って全面的に新しい構成なんだろうなぁと

思うわけでして

ﾘﾊにも時間かかってるみたいだし、



踊る関ｼﾞｬﾆ∞が見たいなぁと。
あたしは今回行けないんだけど

行けないから余計に内容とか気になるわけで。

なんかそういえば全く行けなかったのなんて何年か前の

ｸﾘﾊﾟ以来???
あの時は行けなかったんじゃなくて行かなかったんだけどね。

あたしが次、忠義に会えるのはいつだろう???
まさか行けなくなるなんて思ってなかったしなぁ。

はぁ。ガンバロ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます

８→１
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2008.03.29 Sat ただﾁｬﾝと亮ﾁｬﾝに囲まれる生活。(*´д｀*)ﾊｧﾊｧ

JUGEMテーマ：ジャニーズ

 
大倉担まひるですけどもー。

疲れているので寝ようかと思ったのですが

やっぱり寝付けず

特に１２−２１時のｼﾌﾄの時は
ﾎﾝﾄ帰ってきてから全く眠れないんですよね

だから朝は早くないんですけど

それでも起きるのはｷﾂｲってゆーね

今日は帰ってきてからﾀｲﾀﾆｯｸを見るか

ﾊﾘﾎﾟﾀを見るか迷って結局ﾊﾘﾎﾟﾀ見ました

両方見たことあるんですけどねぇ。(笑
だから 見るのやめてﾌﾞﾛｸﾞ書こうかと思ったんですが

たいした内容も浮かばず、

ﾍﾞｯﾄﾞの中にINしたんですけどねぇ。
でも結局ﾌﾞﾛｸﾞ書いてます

あ。くらりある 見ますた!!!!
忠義のおうちに亮ﾁｬﾝが!!!!
なんかﾎﾝﾄに仲良しですよねぇ

亮ﾁｬﾝのおうちには行きなれてるんですね。

なんか羨ましいです

あたしも忠義のお部屋にINしたいです
なんかただﾁｬﾝと したりご飯食べたりしたいです (切実
ってやっぱ かなぁ。

あたしもっそいｻｯｶｰｹﾞｰﾑ苦手ですよ
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激しくドン(・ё・)ｸｻｰです
あたしもっぱらRPGと競馬育成専門なんで
（↑ﾊﾞﾊﾞｸｻｲ言わない

昔はいろいろ出来たんですけど

最近 やらないんで何も出来なくなりますた

今、激しくDSとか欲しいんですけどねぇ
ﾃﾞｽﾉのｹﾞｰﾑがやりたいんです!!!!!
なんか反射神経を要求する は苦手です

でもただﾁｬﾝと楽しく が出来るなら練習しまっせ

あたしやれば出来る子、まひるたそなんで

ただﾁｬﾝ、あたしと一緒に してくれますか???
その後はﾉﾝﾉﾉﾝです

ちっち。大人の時間ですよ

はぅーん。妄想だけで生きていける

今日は早く寝なくては。

いつも土曜日、３時とか４時とかに寝ててしんどいんですよ

だから今日は早く寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます



2008.03.31 Mon あなたの瞳には何が映ってますか???

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

なんとなく眠れなくてﾌﾞﾛｸﾞ書くことにしますた

そうそうエイトメンがしてるｽｶﾙﾘﾝｸﾞが欲しいなぁと思って

ﾔ○ｵｸで見たら５０００円超えてた。(ﾁｰﾝ
ちなみに忠義着用ﾓﾃﾞﾙね。

他は見てないからいくらになってるかわかんないけど。

なんかSHOPではもう売り切れなんだって
あたし、ｽｶﾙ大好きだから欲しかったんだけどなぁ

でもSHOPの方また入るみたいだから
欲しい人は問い合わせてみるといいかも。

なんか唇の噛み過ぎで腫れてて痛いんだよね

見た目はたいしたことないんだけど

実際はかなり痛い。

あたしｱﾚﾙｷﾞｰで１年中唇荒れてるから

よく唇噛むのね。

それで時々腫れちゃうんだよね

結構ﾀﾞｻｲ

なんか最近自分的に余裕がなくて

ﾌﾞﾛｸﾞ廻りもしてないし、

全然情報らしいことも入手してないし、

そんなｦﾀでいいのかしらあてくし

と思うわけで。

忙しくて空たむ（＠章大）にも１週間ぐらい してなかったし
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まぁ、空たむも忙しかったのわかってたから

あえて しなかったってのもあるんだけどね。

なんとなくお互いのﾀｲﾐﾝｸﾞってゆーのは心得てます

もう長年の付き合いだしね。

８年だもんなぁ。

今年で９年目。

１６歳の時からの親友。

まさか出会った時はこんなに長い付き合いになるとも思ってなかったし、

でも運命だなぁって思うことはたくさんあったなぁ。

今は昔のように一緒にいる時間が減ってしまったけど

でも親友だって思う気持ちに変わりはない。

一生の相方だね

そ、そ。ﾃﾚｶﾞｲ見てたらごくせんの写真が載ってたんだけど

ﾔｯﾊﾞｲ!!!!!
照ﾁｬﾝかっこよすぎる!!!!!
あたしずんたくんの方が人気出るかなぁって思ったけど

絶対照ﾁｬﾝも人気出るわぁ

うきゃきゃ

なんか毎週照ﾁｬﾝが で見れると思うとﾄﾞﾁﾄﾞﾁ

ﾀﾊﾞｲ!!!!
あぁ。照ﾁｬﾝが本命になっちゃったらどうしよう。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

あ。今日まだくらりある 見てないんだよねぇ

もうﾎﾝﾄ 嫌いにもほどがあるでしょ???
って感じなんですが

あたし で文字をﾎﾟﾁﾎﾟﾁするの苦手でねぇ

電話はもっと苦手なんですが

ただﾁｬﾝは宮○ｼﾞﾝｼﾞﾝの まで借りて更新したようですが

つーかあたし的には宮○さんがｷﾞｶﾞﾝﾄなつかしす

元、嵐のﾏﾈだったから。

あたしが嵐担だった時はジンジンがﾏﾈだった。

またお世話になりますぅ〜 （笑



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾎﾟﾁっとお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.03.31 Mon たっくんに首ったけ&#9825;

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

疲れたー

なんかげっちょんになりそうな感じです

でもげっそりのげっちょんじゃなくて

げんなりのげっちょんですけど (笑
どんだけ疲れてるんだよ

もうﾎﾝﾄ睡眠薬飲みながら仕事するのが

どんだけ大変なことか最近実感したような気がします

２週間ぐらい休みが欲しいです

そしたらﾜｲﾊｰに行っちゃいます

あたしﾊﾜｲとか行ったことないんですよ

行ったことあるのはおﾌﾗﾝｽとｲｷﾞﾘｽだけ。

すんません

何気にこじゃれていてすんません (笑
でもただﾁｬﾝと一緒で がすっごい苦手なので

出来れば海外とか行きたくありません

まぁ、ただﾁｬﾝとの新婚旅行で行く時までとっときます。

２人で 乗りながら

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙしちゃいます
あたしﾎﾝﾄ、高所恐怖症なんで

地に足が着いてないと無理なんです

( ´,_ゝ｀)ﾌﾟｯ
（↑笑ってる場合でなくってよ

あぁ。ﾃﾝﾌﾟﾚとかどうしよう。

最近変えたばっかだからいいっちゃあいいんだけど

でも４月になるしなぁ。

まぁ、いいや。
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春っぽいし。(笑

なんか最近あたし、ﾎﾝﾄに忠義のこと好きなのかなぁ???って
不安に思う時があります。

なんとなく も見ないで通り過ぎてしまうことも

多いし、全然ﾘﾋﾟって見たりもしないし。

他の人が当たり前のように気づいてることに

全然気づかなかったり。

でもやっぱり会えなかったら寂しいし、

不安だし。

まぁ、あたしも２４歳だし、いつまでもｷｬﾋﾟｷｬﾋﾟしてても

おかしいんだけどね。(笑
〜(^Д^〜)
まぁ、好きか嫌いかと言われたら好きなんですけど

いや、むしろ大好きです

単にドン(・ё・)ｸｻｰなだけです
なんか他の人より素直に好きって表現するのが

苦手なだけです。(笑
( ´,_ゝ｀)ﾌﾟｯ
(↑うそくせぇー
いや、ﾎﾝﾄはめっちゃｱﾋﾟｱﾋﾟしてます

わたくし、ｳｿを申してました

ｷｬﾋﾟｷｬﾋﾟはしてないけどｱﾋﾟｱﾋﾟはしてます （笑

でも春ｺﾝに行けなくて不安じゃないのかなぁとか

第三者的角度から見てしまいます。

前は何が何でも行きたかった人だし。(笑
（↑結局何が言いたいのか自分でもよくわからない人

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。



ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.04.02 Wed もう４月です&#9825;

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

ｴｲﾌﾟﾘﾙﾌｰﾙ過ぎちゃいましたね。

あたし毎年特にｳｿついたりｳｿつかれたりもしないんで

うっかりしてました。

なんか可愛いｳｿならいいんですけど

たまに質悪いｳｿとかあるじゃないですか???
そうゆうのはやめて欲しいですね。(笑

さてさて今日は何してたかというと

午前中は寝てて午後から 行ってました。

なんか帰ってきたのが１７時ぐらいだったんで

結局それで１日が終わってしまった感じです

の帰りに本屋に寄ってｦﾀ誌諸々買ってきたんですけど

亮ﾁｬﾝが載ってると言われている雑誌が見つからなくて

断念しました

なんか同じﾀｲﾄﾙの雑誌はあったんですけど

明らかに外人女性の下着雑誌なんですよ

で、目次見たんですけど錦戸亮の名前もなくて

ﾊﾟﾗﾊﾟﾗって捲ってみたんですけど

それでも見つからなくて諦めました

ｶﾞｯｶﾘｰｽﾞですよ

そうそう、日ﾃﾚではごくせん２の再放送やってたじゃないですか???
山梨でも８日から再放送が決まったんですよ

で、録画したいんですが４月からの諸々のﾄﾞﾗﾏ枠で

HDDを空けないとならないので
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録画できるかわからない状態で

空のDVD-R買ってきて編集頑張らなくちゃ
あたし、まだ年末にやったﾗｲｱｰｹﾞｰﾑの再放送を溜めてて。

ｲｹﾊﾟﾗは３話まで消しちゃうし

最悪ですぜ

あ。なんか最近つけたﾌﾞﾛｸﾞﾊﾟｰﾂのemoがmoeに変わってて。(笑
もっそい萌え画像に変わってるわけですよ

これどうしようかなぁとちょっと思ってます

もうはずそうかなぁ

なんかワタシのﾆｯｸﾈｰﾑはなんとか委員長です

とか言われてもねぇ （笑

あ。ヨコﾁｬﾝの今回のｸﾞｯｽﾞ、ﾎﾟｽﾀｰと写真だけ

申し込みました

だってどっちも男前なんですもん!!!!!
ﾄｰﾄﾊﾞｯｸとかどうしようかなぁって思ったんですけど

年末のやつでさえもったいなくて使えないのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
なんかあたし、５月かなりWebで買い物してるけど
大丈夫なんでしょうか???
ちなみにまだｶｳｺﾝの写真も届いてなくて

相方空（＠章大）から きてﾊｽﾞﾚだったって嘆いてました。

で、たつよしはどうだった???（ちなみに空はたつよしと呼びます
って聞かれたんだけどまだ肝心のたつよしさんが届いてなくて

まぁ、明日には届くと思うんですけど

なんか春ｺﾝのグッズも楽しみですね

なんかすでに買いたいものﾘｽﾄUPしたんですけど
確実に１万超えます

最近ﾎﾝﾄｸﾞｯｽﾞも手の込んだものが多くて

買う方も大変ですよね。

どれもこれも欲しくて

まぁ、あたし買ったものの半分も使ってないんですけど

でもやっぱり今回はﾊﾟﾝﾌが楽しみです

SHOCKのﾊﾟﾝﾌ撮ってくださった方ということなので



きっとかっこよく撮ってくださってることだと思います

ｳﾊｳﾊですね

あぁ。すいません

まだ歌姫DVD-BOX見てないです
なかなか忙しくて見る時間がなくて

みなさまに感想などお伝えしたいところなんですが

もうﾎﾝﾄ１日が２４時間って足りないです

木曜日はおじいちゃんの に行って洗濯物を

もらってこないと溜まっちゃってると思うし。

なんかおじいちゃんももう長くないと思うんです

幸いなことは本人に痛いとか苦しいとか

そうゆう意識が全くないことです。

もう頑張らなくていいよって言ってあげたいです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


８→１



2008.04.04 Fri 空と見る青空があまりにもまぶしくて。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

ちょっと放置しました

ちょっと体調悪くて帰ってきて も食べずに

寝る日が２日も続きまして

ﾎﾝﾄは春ｺﾝ初日には書きたかったんですけどねぇ

昨日から横Aでﾂｱｰが始まりましたね
昨日は天井が崩れるとゆーﾊﾌﾟﾆﾝｸﾞもあったようで。

ﾒﾝﾊﾞｰにもｽﾀｯﾌさんにもお客さんにも怪我がなくて

何よりです

なんかそれも噂だと故意的だったらしいので

ちょっと怖いですよね

今日もちょっとお腹痛くてしんどいんですけど

あ。あたし、今日ﾎﾝﾄだったら横A行ってるはずだったんですが
民ﾁｬﾝの４９日とﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞしまして

今日は空（＠章大）が別の友達と行きました

で、夏ｺﾝの話をしてたんですけど

あたし達はたぶん行かないかなぁ。

長野に行こうかとか静岡に行こうかとか

話は出てたんですが結局行くとしたら

あたしがﾋﾟﾝでﾄﾞｰﾑかなぁって。

でもあたし空が一緒じゃないと意味がないとゆーか。

エイトのことも忠義のことも昔と変わらず

大好きです

でも空以外の人と入るのもなんとなく違うし、

昔だったら無理してでも入りたいって思ったけど
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最近はそうでもなくて２人で入れる時に入ろうって感じなんです。

空以外の人と入って楽しかったこともたくさんあるんですけどね。

なんとなくです。(笑

今日も体調がいまいちなので

短いですけどこの辺で。

P.S.ｺﾒﾝﾄくださったあゆこさん、ﾌﾞﾛｸﾞのURLが
載ってなかったので再度ｺﾒﾝﾄいただけると幸いです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.04.05 Sat ﾀﾞｲﾀﾞﾏﾝ。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

ﾀﾞｲﾀﾞﾏﾝ面白かったぁー

もう最初の全然片付けられない人の部屋を

すばﾁｬﾝとヒナﾁｬﾝと亮ﾁｬﾝで片付けるんだけど

思ってたよりもすっごい汚くてびっくり

なんか普段無口な亮ﾁｬﾝが本気で説教してるとことか

ｳｹるし （笑

でもあの部屋はひどかったなぁ

すばﾁｬﾝとかﾌﾞﾗｼﾞｬｰまで洗濯させられてるし (笑
あたし的には１番すばﾁｬﾝが頑張ってたと思う。

なんか亮ﾁｬﾝとか「おっちゃん２人頑張るなぁ」って

ちょっと傍観者になってたもん。(笑
でもあたし的には石垣島のｻﾒ駆除と鬼ﾋﾄﾃﾞ駆除の

ﾛｹの方が面白かった。

特に忠義!!!!
ﾋﾞﾋﾞﾘﾏﾝの忠義、「うわうわうわ!!!!砂川さーん」って
ずっと言ってた。(笑
なんかあんなにしゃべってる忠義見たの久々だよ

ﾏｼﾞ(ﾉ∀｀)ｶﾜｲｲ
横ﾁｮの「しゃくれてる」のﾅﾚｰｼｮﾝがもっそい面白くて （笑

あぁ。ﾀﾞｲﾀﾞﾏﾝ、レギュラー化しないかなぁ

もうめちゃくちゃ面白かったんだけど

横ｱﾘでヨコがﾀﾞｲﾀﾞﾏﾝの視聴率良かったらﾚｷﾞｭﾗｰ化も

ありなんで見てくださいって言ってたらしいね。

で、いつも思うんだけど

エイトって最近結構人気高いじゃない???
でも視聴率的にはどうなの???
あたしむちゃ∞ﾌﾞﾘとかよりもﾀﾞｲﾀﾞﾏﾝの方が
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面白かったんだけど

いやぁ、笑った。笑った。

あ。今日SP見てたんだけど結局総集編だったね
でも最後「つづく」って出てたんだけどあれはつづくの???
もう岡田ｷｭﾝがｶｯｺｲｲの

〜(^Д^〜)
あたし基本的に剛つん好きなんだけど

最近ちょっと岡田色に染められつつあるのよねー

もう連ﾄﾞﾗが終って最近あんまり 見てなかったんだけど

久々にみっちり 見ますた

しかもｼﾞｬﾆ三昧です

幸せ〜

そうそうそれであたしは のCMが捕獲したいのですが
今日ご飯買いに に行ったらすごいよ

NEWSの曲ｶﾞﾝｶﾞﾝにかかってた。
で、旗みたいなのもNEWSのやつがあって
ちょっと欲しかったんだけど恥ずかしくて言い出せなかった

まぁ、もらっても飾る場所もないんですけど （笑

あぁ。でもまだUFOのCMも捕獲してないんだよね
しかもまだ見てもないってゆーね

なんかたまたまﾄｲﾚに入ってた時にやってたみたいで

工エエェェ(´д｀)ェェエエ工

なんかそういえば職場にも新入社員が入ってきたわけですよ

なんか今までﾊﾞｲﾄとかもしたことなくて

働くとゆー行為が初めてみたいで。

研修も受けてきたみたいなんですが

慣れるまでには後１ヶ月以上かかりそうです

もう倍疲れます

入ってる人数はいつもと変わらないのに

新人さんの仕事があたしに回ってくるので

もっそい負担がかかるんですよね。



早く慣れてね

なんかそれでいちいちﾒﾓを取ってるのですが

ﾒﾓは取らないで欲しいのですよ。

体で覚えてくれって話です

ﾒﾓ取ってる時間も無駄ですし、

わからないからってﾒﾓを見てる時間があったら

何度でも聞いてくれたら教えるし。

それにﾒﾓを取るほど複雑な仕事じゃないし

ﾌｧｲﾄｰｰ!( ﾟﾛﾟ)乂(ﾟﾛﾟ )ｲｯﾊﾟｰｰﾂ!!
新人くん

あ。今日は１時までに寝たいと思ってますので

この辺で

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。：

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

ﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はﾌﾞﾛｸﾞのｱﾄﾞﾚｽ載せていただけたら

遊びに行かさせていただきます

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


８→１



2008.04.06 Sun ｾｸｼｰﾋﾟｯｸﾞに夢中&#9825;

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

何気早起きしたので

ﾌﾞﾛｸﾞ書いてます

ﾎﾝﾄは２度寝しようと思ったんだけど

あまりにも眠くないため

でも実は３時間ぐらいしか寝てないんだよね

今やってる大野くんの舞台あるでしょ???
あれにアツ兄が出てるでしょ???
雑誌で見たんだけど

もっそいアツ兄が妖艶で

ﾀﾊﾞｲ。かっこよすぎる!!!!(ﾉ∀｀)
死んじゃうかと思った

あぁ。アツ兄が旦那さんだったらいいのに。(笑
優しいし、絶対幸せになれると思う。

え???忠義さんはいいのか???って???
工エエェェ(´д｀)ェェエエ工
困ったなぁ。

もうまひるたそのﾊｰﾚﾑ作ろうかなぁ。

男前ﾊｰﾚﾑ

あぁ。いいなぁ。それ。

ﾔﾊﾞｲ。誘惑に負けそうになった。

あたしはやっぱり大倉忠義さんで

ﾊｰﾚﾑを作るのを断念して忠義さん一本に絞ったので

忠義さん、まひるたそを幸せにしてくだs···い。
(↑今死に掛かった。

http://jugem.jp/theme/c79/25/


あぁ。お腹減ったぁー

昨日夕飯食べてないのよ

ﾀﾞｲｴｯﾄしてるとか全然そんなんじゃなくて。

(↑いや、しろよ って話ですが。

仕事から帰ってきてからご飯食べると

もっそい薬の効きが悪いので

遅番の時は夕飯食べるのやめたの。

そしたらいつもより薬少な目で眠れたし。

あたし、お腹空いて眠れないってことはないので

まぁ、ﾀﾞｲｴｯﾄにもなるしこれからはこれで。

あぁ。今、ｷﾑﾁで白いご飯が食べたい

あ。そういえば丸ﾁｬﾝはﾀﾞｲｴｯﾄ成功したけど

忠義はほんのちょっとだけｵｰﾊﾞｰしてて一発芸やったって聞いた。

丸ﾁｬﾝはこれをｷｰﾌﾟしてください。

忠義はせっかく好きなものも我慢してきたのに

残念でしたね。

忠義はいいのよ

ｾｸｼｰﾋﾟｯｸﾞで

忠義が好きなもの我慢してるより好きなもの

美味しそうに食べてる姿の方が好きだし

朝ごはん食べてきたよー

ｷﾑﾁあった

あたし早起き出来た日しか朝ごはん食べないからねぇ

朝ごはんより睡眠だもん

１分でも多く寝ていたいもん。

でわでわ。

また夜にでも。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

よかったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

もお気軽にどぞ。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄも読ませていただいてます

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.04.07 Mon 混沌とした世の中での一筋の希望。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ変えました

なんか前のも気に入ってたんですけど

飽きました

今回のはいまいちなんだよねぇ

とりあえず緑で作ろうってゆーのは頭にあって

何度も何度も作り直して結果これです

惨敗です

また休みの日にでも作り直すかもしれません

いよいよ髪の毛が伸びてきたんですよ

なので月末にはｲﾒﾁｪﾝはかれるかなぁって思ってるんですけど

もうやりたい髪型も決まってあとはお給料日後に美容院に行くだけです

でもまだｴｸをつけるか迷ってて

ってな感じです

もう失敗は許されません

楽しみ。楽しみ。

〜(^Д^〜)

つーか今日極度の腰痛と眠気にやられてるので

この辺で。

http://jugem.jp/theme/c79/25/


ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽはお休みちぅです。

ﾌﾞﾛｸﾞやってらっしゃる方はURL載せていただければ
お礼に伺います。

もお待ちしてます

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.04.07 Mon かいーの錦戸&#9825;

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、がっつり夕飯食べれて嬉しい

最近あんまり夕飯食べてなかったから

食べるって幸せだなぁ

忠義の気持ちがわかるよ (ﾉ∀｀)
うきゃきゃ

いいとも春の祭典見てるんだけど

今回亮ﾁｬﾝの出番が少なくて悲しいです

でも亮ﾁｬﾝがｱｰﾁｪﾘｰの時、めっちゃ腕掻いてて可愛かった

つーか今、いいともにｼﾞｭﾆｱさん出てるんだね

もうもっそい萌えゆ

もうｼﾞｭﾆｱさん大好き

ｼﾞｪｽﾁｬｰの時の亮ﾁｬﾝのﾇﾙﾇﾙがもっそい

やらしかった （笑

さすが錦戸さん

なんか今にも腰を回しそうでﾊﾞﾋﾞった (笑
えぇ。はい。祭典が終りまして

やっかしな展開で木村くんのﾁｰﾑが優勝しまして。

毎回思うんだけどやっぱり華のあるﾁｰﾑが優勝するよね。

でも全然関係ないんだが

あたしは「絶対彼氏」を楽しみにしてます

なんかだって面白そうだもん。(笑
あたし「ﾗｽﾄﾌﾚﾝｽﾞ」の亮ﾁｬﾝ見れるかなぁ。

DVとかﾎﾝﾄ苦手で。
なんか雑誌で亮ﾁｬﾝが殴ってるｼｰﾝ見たけど

泣きそうになったもん

http://jugem.jp/theme/c79/25/


(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

とりあえずお風呂入ってきます

また後で

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

ﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はURL載せていただけたら
お礼の訪問に伺います

もお気軽にどぞ。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.04.08 Tue すべてを受け入れてあなたを愛すと決めたから。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

未だに起きてるまひるです

全く眠れないんですよねぇ

まぁ、今日休みなんでいいんですけど

で、今日新しく見始めた深夜ｱﾆﾒがありまして

月曜日の深夜１時からやってる「ヴァンパイア騎士」ってｱﾆﾒで

今日から始まったんですけど

いやぁ、面白かった

久々にﾊﾏりそうな深夜ｱﾆﾒを発見してｳﾊｳﾊ です。

来週も楽しみだなぁ

そうそう、それで歌姫DVD-BOXの特典映像見ました。
忠義がｸﾗﾝｸｱｯﾌﾟの時涙してて

つられて泣いてしまいました。

忠義ﾅﾋﾞｹﾞｰﾄによる歌姫もちょこちょこと忠義が出てきて

ほっこりしたし、ｲﾝﾀﾋﾞｭｰでもすごく忠義がこのﾄﾞﾗﾏを愛していたことが

伝わり、ﾎﾝﾄに歌姫に出られたことがこれからの忠義に

良い影響を与えていくんだろうなぁって思いました。

最近忠義のことについて語ってないので

少し語りたいと思います

忠義のこと好きになってから以前はすごく悩んだり

やけっぱちになったりすることがありました。

なんであたしは忠義にとって大勢の中の１人でしかないんだろうとか

http://jugem.jp/theme/c79/25/


彼女の存在を気にしたりして悩んだこともあったし、

周りの同担に嫉妬することも多々ありました。

なんで周りの人はこんなにたくさん忠義に会えてるのに

あたしは会えないんだろうとか

忠義に会いたいって思う気持ちと仕事との間に

板ばさみになって自己嫌悪に陥ったりもして。

すごく苦しかったです。

それは今でも時々思うんですけど。(笑
でも忠義も決して自分のためだけに生きて欲しくないって

思うだろうし、

あたしも人生のすべてを忠義一色にしたくない。

あたしにはあたしのﾍﾟｰｽがあって

あたしの人生がある。

最近はそう思うようになって気持ちがﾗｸになりました。

でも今でも忠義は昔と変わらず大好きだし、

少し情熱が冷めたかなぁと思ってあたしなんかが

ﾌﾞﾛｸﾞ書いてていいんだろうかって思う時もあります。

去年や一昨年のﾌﾞﾛｸﾞ見るとﾎﾝﾄに自分でも忠義のこと

こんなに好きだったんだって思ってびっくりすることがたくさんあります。

そうゆう時と比べるとやっぱり少し寂しくなります。

でもあたしは決して忠義に依存したくないし、

１人の女性として大倉忠義を愛したい。

この先１０年経とうともあたしは忠義を好きで居たいです。

つらいことがあってもあたしには忠義がついてるんだから

頑張ろうって思えるし、

依存はしたくないけど支えにはしたいなぁと思って。

仕事も頑張りたい。恋も頑張りたい。

そんな普通の女の子なんです。あたしも。

ただ恋してる相手が芸能人というだいぶ痛い子なんですけどね。(笑
でもあたしはやっぱり忠義のこと尊敬してるし、

頑張りやで負けず嫌いで涙もろくてそんなとこが大好きです。

努力家でﾋﾞﾋﾞﾘでそれでいて何事もｻﾗっとやってのける大倉忠義が大好きです。

あたしは最初にエイトのﾒﾝﾊﾞｰに忠義が選ばれた時、

複雑な心境でした。

それは辞めていったあたしの元担が望んでいたと思われる

ﾎﾟｼﾞｼｮﾝだったからです。

忠義が関ｼﾞｭだった頃は一時期元担の方が仕事が多く、



活躍もしていました。

でも結局忠義が勝ち取った今のﾎﾟｼﾞｼｮﾝなんですよね。

忠義は好きだったけどその時は素直に喜ぶことが出来ませんでした。

でも今考えたら絶対元担にないｵｰﾗが

忠義にはあったんですよね。

だから今こんなにたくさんの人に愛されてるし、

慕われてるんだなぁって思います。

あたしが忠義に会えない時期に結構ひどい欝状態になったことがあるんです。

まぁ、１０日ぐらいで復活したんですけど

その時はﾎﾝﾄにｦﾀ卒しようかと思いました。

こんなに苦しい思いをするなら忠義のことなんて

好きで居たくないって思ったんです。

嫌いになれたらどんなにﾗｸになるんだろうって思いました。

ﾎﾟｽﾀｰを見るのもつらくてﾎﾟｽﾀｰも全部剥がして

真っ白な天井ばかり見てました。

でも好きでつらいよりも嫌いになることの方が

よっぽどつらいんだなぁって気づいたんです。

忠義のことが大好きで大好きで

だからたった数ヶ月会えなかっただけでもがいて苦しんで

ただ好きでいさせてくれるだけでいいって思うようになりました。

あたしなんてﾎﾝﾄ人として未熟だし、

忠義のこと語るのなんて１０年早いよって思われるかも

しれないけど

でもこれが今のあたしの素直な気持ちです。

あたしは　ﾌﾞﾛｸﾞを書くことが大好きです

自分の近況を織り込みつつエイトの話をするのが楽しみで

仕方がないからです。

ついつい、仕事の帰り道鼻歌になってしまうぐらい

好きです。

でも最近自分でも満足できるようなﾌﾞﾛｸﾞが書けずに

ぶっちゃけｽﾗﾝﾌﾟでもあります。

それでも読んでくださる方がいらっしゃる、

くださる方がいらっしゃると思うとﾎﾝﾄに心の支えになるんですよね。

ありがとうございます。

今、全然ｺﾒﾚｽできてない状態ですけど



申し訳ない気持ちでいっぱいです

またみなさんに少しでも共感していただけるような

ﾌﾞﾛｸﾞが書けたらいいなぁって思ってます。

今後ともよろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

ﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はｱﾄﾞﾚｽを載せていただけると

ぜひ訪問に伺いますのでよろしくお願いします。

の方もお気軽にどぞ。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
毎日ｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.04.09 Wed あたし達にひとつでも出来ること。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

今日は眠気がひどくてほぼ１日寝てました

も食べずに寝ていて夕飯の時間にﾏﾏﾝから

あったんですけどそれさえもｽﾙｰして

寝てて２０時半頃目が覚めて

さすがに今から もなぁと思ってたんですが

再度ﾏﾏﾝから あって結局食べました

満足なんですがまた夜眠れないよなぁ

なんか最近夢をよく見るんですが

起きると全く覚えてない状態で

結構幸せな感じの夢見てるはずなんですけども

ただﾁｬﾝとﾗﾌﾞﾗﾌﾞだったりとか (笑
ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! 
死んだう

なんか最近いろんな人のﾌﾞﾛｸﾞにお邪魔する機会が増えたんですが

みなさんすごくエイト愛、NEWS愛が強くて
あたしも負けていられないなぁなんて思います。

もっともっと忠義にエイトに愛を注ぎたいって思うし、

たくさんの人にエイトが支持されるようになったらいいなぁって思います。

なんか最近手抜きﾌﾞﾛｸﾞが多かったので

ちょっと反省しています

なんかもっと新鮮な気持ちで頑張りたいと思うし、

忠義のこともっともっと大切にしたいなぁって思います。

あたし、ﾘｱ彼とか欲しくないわけじゃないんです。

http://jugem.jp/theme/c79/25/


彼氏とかいたら楽しい恋愛生活が送れそうとか思ったりもします。

でも今、あたしの目の前に大倉忠義より好きな人が現れる予感が

しないのです。

現実見てないとかそうゆうんじゃなくて

数年も付き合った彼氏よりも大倉忠義を選んでしまった

あたしとしては中途半端な気持ちで

忠義を応援したくないんです。

常に全力で忠義を応援したいんです。

あたしに出来ることの精一杯の恩返しを

忠義にしたいんです。

それが今あたしに出来ることの一つだと思ってます。

がんぶります

あ。ﾀﾞｲﾀﾞﾏﾝを見たみなさん、ﾃﾚ朝さんに感想ﾒｰﾙを送りませんか???
やっぱり少しでも反響が多い方がレギュラー化に繋がると思うんです。

あたしはぜひﾀﾞｲﾀﾞﾏﾝをﾚｷﾞｭﾗｰ化して欲しいと思うんです。

きっとそう思ってる人もたくさんいらっしゃるかと思います。

ひとつでもエイトのためになることが出来たらいいなぁって思ってます。

協力お願いします。

眠くなってきたのでこの辺で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


出来るだけ近いうちにやりたいと思ってます。

しばしお待ちを。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄもいただけると幸いです



2008.04.09 Wed アニョハセヨ。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

なんか火曜日にｴｲﾄを見れないことがどれだけ

退屈なことか思い知ったまひるです

(;∀;)
土曜日に見たばっかりだというのに

やっぱり生ただじゃないと効果は薄いのかなぁと思いつつ

そういや、日本のﾈｯﾄでも山久がﾌﾟﾗﾍﾞで韓国に行くとゆーのは

だいぶ前から噂になってて

改めてﾈｯﾄの力ってこえぇ と思ったまひるです

でも今日、山久の日記見たけどやっぱ山久って優しいよね。

自分がどれだけ不愉快な思いしたかと思うのですが

周りの女の子のこと気にしてたじゃないですか???
あたしはやっぱり山下智久は男前だと思います

でも韓国とか台湾の女の子達って異常に熱狂的ですよね。

あたしｷﾝｷの台北公演の時のﾀﾓｽﾃでの話とか

よく覚えてるんですけど

がﾍﾞｺﾍﾞｺになるほど叩かれたって。

空港でもすごいじゃないですか???
あたしそうゆうのドン引きするﾀｲﾌﾟなので

怖いなぁって。(笑
日本と違ってﾙｰﾙとかﾏﾅｰとかないわけじゃないですか???
だから出来たら行きたくないんですけど

あ。ｼﾞｬﾆ絡みじゃなくて旅行なら韓国は行きたいです

美味しいものたくさん食べたいもん。

ﾋﾁｮﾙにも会いたいです

http://jugem.jp/theme/c79/25/


あ。そだ。一昨日???
「SUPER JUNIOR M」というのがﾃﾞﾋﾞｭｰしてまして。
全く知りませんでした。

所謂super juniorの選抜ﾒﾝﾊﾞｰからなるｸﾞﾙｰﾌﾟなんですけど
詳しくは知らないんですけど２集の「DON'T　DON」って曲で
ﾊﾞｲｵﾘﾝ弾いてた中国の方がｼｭｼﾞｭに

１４人目のﾒﾝﾊﾞｰとして加入されたようで

Mにも中国人２人が参加していました
Mは６〜７人のﾒﾝﾊﾞｰでﾋﾁｮﾙが入ってなかったので
どうしようかなぁって。(笑

話戻るんですがでも海外のﾌｧﾝの方って実はすごかったりしますよね???
日本語ちゃんと勉強したり。

あたしなんてﾄﾝﾊﾞﾝやｼｭｼﾞｭを好きになって１年半が経とうとしてますが

韓国語ｻﾊﾟｰﾘわかりません(;∀;)
愛が足りないのかなぁなんて思います。

もし忠義が韓国人だったらあたし韓国に引っ越すかもしれません

(↑重症
でもあたし、ﾋﾁｮﾙ相当好きなんですよ

なんか好きな人が韓国人のﾋﾁｮﾙしかいなかったら

あたし確実に韓国に移住して韓国でﾋﾁｮﾙの追っかけしてますわ (笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

ﾌﾞﾛｸﾞお持ちの方はｱﾄﾞﾚｽ載せていただけたら

遊びに行かせていただきます。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄもたくさんお待ちしてます



2008.04.10 Thu 海を越えて。

JUGEMテーマ：韓流♪

大倉担まひるですけどもー。

あ。なんか７月に武道館でsuper juniorの日本初単独公演があるんです
行きてぇー

なんかでもﾁｹがCDとDVD付きで８５００円とかしたのかな???
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
そんな はございません

avexにﾎﾑﾍﾟも出来てていよいよ日本ﾃﾞﾋﾞｭｰですか???
キャイーﾝ

日本ﾃﾞﾋﾞｭｰだったら嬉しいなぁ

でもﾎﾑﾍﾟは１３人しかいなかったんだよね。

中国人の子まだ正式加入してないのかなぁ???
でもﾎﾑﾍﾟのﾋﾁｮﾙが普通過ぎてどれか最初わからなかった

ｲﾄｩｸｵｯﾊﾟは派手すぎてすぐわかったけど。(笑
ﾋﾁｮﾙに会いたいよお。

あたし、たぶんｴｲﾄのﾄﾞｰﾑ行かないな。

だってこの武道館と結構日にち近いんだよ。

だからあたしたぶんこの武道館のﾁｹ取ること考えるわ。

なんかこの公演に気づいたのが昨日の深夜２時ぐらいで。

で、ﾁｹの申し込みが昨日の２４時締め切りだったにょー

ﾏｼﾞべっこし凹んだもん

にょー!!!!（ﾉｰｰｰｰｰ!!!!）って思ったので
あたしはﾋﾁｮﾙとｲﾄｩｸとｳﾆｮｸに会いたいのです

いや、やっぱ日本初単独公演は抑えたいでしょ???
あぁ。もう頭の中がｼｭｼﾞｭのことでいっぱいになってますけど何か???
だってﾋﾁｮﾙは今年の７月で２５歳になるんだもん。

徴兵制度とかあるからいつﾋﾁｮﾙのこと見れなくなるか

わからないもん。(;∀;)
ｳﾀﾞｳﾀﾞｳﾀﾞ

http://jugem.jp/theme/c80/1999/


今日は亮ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏだね。

あたしたぶん嵐の番組見てると思うけど （苦笑

だって両方見たいんだけどﾗｽﾄﾌﾚﾝｽﾞは録画するから

嵐をﾘｱで見ると思う。

↑ﾋﾁｮﾙ♡LOVE
かっこよすぎる!!!!!



↑ﾋﾁｮﾙかわいい♡

ｺﾒﾚｽお休みちぅですがお気軽に

ｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます



2008.04.11 Fri ﾊﾞｶﾁﾝすぎゆ。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

最近 を買い換える夢ばっかり見るので

早速帰りにﾄﾞｺﾓ寄ってｶﾀﾛｸﾞもらってきて

在庫確認して在庫がなかったのでお取り寄せを頼んだ。

入荷が楽しみだなぁ

もう考えたら今の 、１年１０ヶ月になるんですけど (笑
最近 なんぞどうでもいいと思ってたから

久々のNEW にｳｷｳｷ

まだｹﾞｯﾄしてないのに。(笑
でもね、１つ気づいたのよ

分割で買おうと思ってるから口座引き落としにしなくちゃならなくて

だけどあたし口座の印鑑なくしてしまったのよ (ｶﾞﾋﾞｰﾝ
なので来週新しい口座作って職場の口座も移動しないと

ならないんですけど

ﾊﾞｶﾁﾝすぎゆ

あ。昨日結局、嵐の番組も見てなければ亮ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏも見てないの

ﾎﾝﾄ死ねばいい って感じでしょ???
だって眠くて２２時ぐらいには寝てたよ

あてくし

だって「七人の女弁護士」その前に見てて

犯人の名前がずんのすけの姉ちゃんと同姓同名で。（爆笑

あぁ。これ本人見てないかなぁとか思いつつ

そのまま果てた。（笑

（↑見てる番組がﾏﾆｱｯｸでｽﾏﾇ

だって釈ﾁｬﾝ大好きなんだもん

その前に見てたｱﾒﾄｰｸSPがめっちゃ面白くて。

http://jugem.jp/theme/c79/25/


徹子の部屋に出て撃沈した芸人特集がやってたんだけど

めっちゃ面白い。

黒柳さんって芸人泣かせよね (爆笑
あそこまでひどいとは思ってなかったから

もう爆笑。

徹子ーっ!!!!
ある意味最高です （笑

で、やっかし をデコろうと思ったので

明日注文ｷｬﾝｾﾙして別の の在庫問い合わせてみます

腰が痛いのでこの辺で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.04.13 Sun 臨界点突破。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

、明後日ぐらいにはｹﾞﾄれそう

あとはﾃﾞｺﾊﾟｰﾂを探してる最中

またﾃﾞｺったら写ﾒります

そうそう、しかも今の の電池がもう寿命でもっこし膨れ上がってるの。(笑
だからちょうど良かったみたい。

来月、空たむ（＠章大）と久々の の約束しました。

その時またｵｿﾛでｽﾄﾗｯﾌﾟ買おうって話になってて。(笑
まだ色違いのﾚﾝｼﾞｬｰQPも作ってないからその時、材料も一緒に
探したいと思います

ｷﾓｲって言わないで （笑

仲良しって言って。(笑
いやぁ、でも空が男だったら絶対運命の相手だと思うわ。(笑
（↑え???忠義はって???（笑
まぁ、まぁ。（笑

そんな日もあるさ。(笑

なんか今日、仕事結構限界だったなぁ。(笑
途中何度も帰りそうになった。(笑
新しい店長にまだ馴染めないし。

でも全然いい人。

今までの店長に比べたら全然いい人。

でもあたしすっごい人見知りすんのね

だから向こうから話かけてくれないと全然最初喋れない

渋谷すばる級ですけど何か???

http://jugem.jp/theme/c79/25/


これは直したいんだけどなぁ。

あ。今 止めててすみません

火曜日返します

今日疲れてるので

短くてすみません

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.04.16 Wed P.S. 元気です　まひるたそ。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

何気、放置すみません

女の子の日になって死にかかってました （どんより

あ。 買いました

ちなみにD905iのﾎﾜｲﾄです。
最初、D705iのﾋﾟﾝｸを買おうと思ってたのですが
デコろうと思ってそれなら白の方がやりやすいかなぁと思って

結局今の機種に。

ちなみにこれはスライド式なんですけど

今までﾊﾟｶﾊﾟｶになれていたので油断してるとﾊﾟｶって

やりそうになります。(笑
しかもあたし滅多に取り説とか読まない人なので

やたらめったらｲｼﾞｲｼﾞしてます （笑

でもたぶん８割ぐらい理解しました。(笑

そんなあたしってやっかしすげー （笑

（↑自分で褒めるな

しかも前の からメールの送受信画とか

ドコモで移せなかったので自分で前の から赤外線通信したんですよ

そしたら移せた

あたしってすげぇ。(笑

なんか昨日結局、ｴｲﾄの新番組見なかったしなぁ

なんかHDD空けたのも時間ｷﾞﾘｷﾞﾘだったし。(笑
（↑やる気あるのかコノヤロー。

もうだって眠かったんだもん

http://jugem.jp/theme/c79/25/


死むかと思ったんだもん

お腹も痛かったんだもん

あ。そだ。

火曜日に 返すって言ったじゃないですか???

実はなぜか の受信は出来るんですけど

送信が出来ないんです

WHY???

只今原因追及中なのでしばしお待ちを

ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。

なんかﾄﾝﾓﾊﾞ（東方神起ﾓﾊﾞｲﾙ）にﾄﾝのVOICEがあるんだけど
それにﾒﾝﾊﾞｰの「好きです 」ってVOICEがあって

ｼﾞｪｼﾞｭﾝの「好きです 」に激しく萌え

ﾀﾊﾞｲ

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ｱﾆﾒ版のﾃﾞｽﾉの「Lです 」のVOICEも萌えたけど(爆笑

ｼﾞｪｼﾞｭﾝの好きですはﾀﾊﾞｲ

あぁ。ｴｲﾄVer.とかないのかなぁ

忠義VOICEで「好きやで 」とか言われたら死んじゃう

そんな想像をしてる自分も激しく痛す

あ。最近新たな発見をしました

お客さんで「ｵｵﾀ　ﾂﾖｼ」さんっているんだけど

「ｵｵ､ﾀﾂﾖｼ」じゃないでつか???

そんなことで激しく萌ゆる自分痛す

でね、職場でKさん（女子）が「あたし最近ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ系好きなんですよー 」

って言うからあたしも最近やっとYOSHIKIさんとか
雅とか好きになってきたから

「あたしも」って言いかけたその時、

Kさんの口から出た言葉が「KAT-TUNとかNEWSとかー 」(笑



(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

そのﾋﾞｼﾞｭｱﾙかーい

危うくｦﾀﾊﾞﾚするとこだった

だってKさんって口だけﾊﾞﾝﾄﾞ野郎なんだよね。(笑

いやね、ﾊﾞﾝﾄﾞ始めたって口だけで実際やってない人

で、ﾁｪﾘｯｼｭの振りを踊りだすからどうしようかと思った。(笑
なんかしかもちょっと違ってて違うって素で言いそうになった。(笑
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

あぁ。あと１ヶ月でただﾁｬﾝの誕生日だね

何も準備してないんですけど何か???
ｹｰｷ作ってもらおうか買いに行こうか迷ってて。

でも今度ｼﾌﾄが変わるんだけど

金曜日も遅番になるから忠義の誕生日のｹｰｷも買いに行けないって

ゆーね

前日に空たむ（＠章大）とお祝いしようかなぁ

なんか忠義も２３歳になるんだねぇ。

あたしはビビリでへたれな忠義が大好きです

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

pika2.gif

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです♡

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.04.17 Thu 民ﾁｬﾝに続いて。

まひるです。

今朝４時頃おじいちゃんが亡くなりました。

父方の祖父です。

ずっと に入院してて最近ちょっと調子悪くて

なんとなく予感してたので

民ﾁｬﾝの時ほど驚きもなかったんですけど

やっぱり寂しいです

もうこれでまひるにはおじいちゃんおばあちゃんは

いなくなりました

家族はﾏﾏﾝとﾊﾟﾊﾟﾝと兄弟だけになりました。

今日は弟と２人でお線香を絶やさないように

寝ないでおじいちゃんに付き添うことになってるので

今ちょっと空いた時間にﾌﾞﾛｸﾞを書いてます。

なのであとちょっとしたら戻らなくてはならないので

あんまり書けないと思います。

月曜日まで仕事も休みをもらいました。

月曜日がお葬式です。

それまではあまり時間がないんですけど

よろしくお願いします。

2008.4.17　福原まひる。



2008.04.20 Sun DV。DV。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

今日、お通夜が終って明日お葬式です。

なんとなくお骨になったおじいちゃんを見て

こんなに小さくなっちゃうんだなぁって思って

寂しくなりました。

そういえばいつもあたし達に優しかったっけ。

ありがとう。

おじいちゃん。

さてさて話は変わって。

木曜日にﾗｽﾌﾚを弟と見てて。

亮ﾁｬﾝこえぇ。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あんな錦戸亮見るのもちろん初めてですけど

すっごい興味津々

なんかﾊﾏﾘ役って言ったら失礼かもしれないけど

新たな錦戸亮を見ますた

なんかｶｯｺｲｲから余計に怖い。（笑

あたし、散々DVは苦手で見れないとか言ってたけど
ﾄﾞﾗﾏ的にすっごい面白い。

もう弟がDV、DVうるさいんだもん。(笑
関ｼﾞｬﾆのDVって言うんだもん。(笑

で、昨日はごくせんをまた弟と見てて。(笑

弟がB.A.D.を知ってるのよ
えぇぇぇぇぇぇぇええーーーーー!!!!!
なしてですのん???って思ったけど高木くんも知ってた。

ｼﾞｬﾆの勉強しすぎですから!!!!

http://jugem.jp/theme/c79/25/


あたし照ﾁｬﾝ出てなかったら録画するつもりも

なかったんだけどさすがに録画したね

照ﾁｬﾝかわゆす

やっぱごくせんは面白いわー。

まだ忙しくてそれぐらいしかﾄﾞﾗﾏ見てないんだけどね

なんかここ数日寝なかったり決まった時間にご飯食べなかったり

してたら変な時間にお腹空いたりお腹いっぱいだったりして

もっそい体調がおかしい

今日、明日で体調戻さないとﾔﾊﾞｲわ。

そ、そ。まだ 、ﾃﾞｺってないの

全然時間なくてﾃﾞｺﾊﾟｰﾂも買ってないしねぇ

来週ぐらいには準備したいなぁと思って。

疲れたのでそろそろ寝ます。

短くて内容なくてｺﾞﾒﾝなﾊﾟｲ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

pika2.gif

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.04.24 Thu 大好きなただﾁｬﾝ&#9825;

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

何気放置ﾌﾟﾚｲすみません

ちょっとうつになってて夕方ぐらいまでﾀﾞｳﾝしてました

でもエイトの曲聴いてたら元気が出ました。

もうすっごい号泣してすっきりしました。

ご心配かけてすみませんでした

もう大丈夫です

あ。遅くなりましたが

「Endless　SHOCK」第３３回菊田一男演劇賞受賞
本当におめでとうございます

何気書く気力がなくて遅くなってしまってすみません

なんかこんなに名誉ある作品に忠義が参加できたこと

みなさんの頑張り素晴らしいなって思います。

これからも座長の体力の続く限り続けて欲しいなって思います

今、HDDを空けるにの必死で。(笑

明日はﾀﾓｽﾃにKAT-TUNと光一くん出るし
月曜日はHEY3にNEWSだし、女神のｱﾝﾃﾅだし、

ﾌﾙ回転ですよ

今日はﾗｽﾌﾚだし

なんか今日ﾑｰﾋﾞｰで「まもりたい」見てて何度見ても涙が

止まらないんですよ

あたし自分でこんなに忠義のこと好きなんだって

気がつかなかった。
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好きだ。好きだ。とは思ってたけど

自分の中ですごく大きな存在になってて

亮ﾁｬﾝのcodeにもすごく励まされたし
亮ﾁｬﾝのｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)してる姿に心打たれたし、

あたし、亮ﾁｬﾝの作る曲好き

結局はｴｲﾄﾒﾝに救われるんだなぁって思いました。

見てるだけで嬉しくなったり涙が出てきたり。

すばるの歌も亮ﾁｬﾝの歌も博貴の歌も

丸ﾁｬﾝの歌もやっすんの歌もヒナﾁｬﾝの歌もヨコの歌も

もちろん忠義の歌もあたしの根本なんだなぁって思いました。

ありがとう。

あたしはeighterで幸せです

じゃﾗｽﾌﾚ見ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

pika2.gif

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

ﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はｱﾄﾞﾚｽ載せていただければ訪問いたします。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄもよろしくお願いします。

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.04.26 Sat 真っ赤なお鼻ではﾀﾞﾒです!!!!

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

今度、金曜日が遅番になって土曜日が早番に

なったんですよ。

しかも今日ﾚｼﾞのお金があわなくて帰ってきたの２２時過ぎてました （どんより

もう今日なんて目の下ｸﾏがすごくてﾔﾊﾞｽです

早く寝ようと思ってﾍﾞｯﾄﾞにINしたものの結局

眠れずﾌﾞﾛｸﾞ書いてます

この微妙加減

明日早いのに起きれるかなぁ

そ、そ。やっとWebを見たんですよ

遅いとか言わないでー

もう屋良くんの忠義ﾚﾎﾟがﾁｮｰ面白くて読んでてﾆﾔﾆﾔ

大倉くん、真っ赤なお鼻で出るつもりだったんですか???
この晴れ晴れしい舞台で真っ赤なお鼻はまずいでしょうー。(笑

まぁ、まぁ、そんなﾏｲﾍﾟｰｽな大倉忠義が好きなんですけど

座る位置を間違える怪しい大倉忠義。

ﾀﾞｲｴｯﾄ中なので豪華な料理の数々を我慢した大倉忠義。

屋良くんにはかんなりぁゃιぃ人に映ってる大倉忠義。

すべてが愛しいです

もう屋良くん最高です

最近ﾎﾝﾄｴｲﾄとの絡みも多いので

屋良ﾁｬﾝ好きなあてくしとしては嬉しいんですけどね

ﾎﾝﾄ屋良くんってﾀﾞﾝｽが好きですよね。

仕事で踊ってﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄでも踊ってるんだもん。

なんかﾎﾝﾄ尊敬のまなざしですよ

まぁ、残念なことは屋良ﾁｬﾝﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽのｴｲﾄｺﾝが見れないことですかねぇ。

これ結構見たいんだけどなぁ
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あたし夏ｺﾝ、行かないんですよ

行くとしたらsuper juniorの初、日本単独公演
なんか春に続いて夏もってなるとさすがに

ただﾁｬﾝに申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけどねぇ

あたし今年ただﾁｬﾝに会えるのかなぁ???
秋ぐらいにｱﾙﾊﾞﾑ出て冬にﾗｲﾌﾞやってくれたらいいなぁって。

あたしは冬まで会わない気ですか???
でもｴｲﾄだけじゃなくてｼｭｼﾞｭもﾄﾝﾊﾞﾝもSS501も応援したいんだもん。
そんな韓流ﾌﾞｰﾑ到来中のまひるですけど

よろしくお願いします。

全然ｴｲﾄ熱が冷めてるとかそうゆうわけじゃないし、

忠義も今までと変わらず大好きだし、

もちろん本気で好きなのは大倉忠義ただ１人。

でもｼｭｼﾞｭもﾄﾝﾊﾞﾝもSS501も好きなんだよね。
でもあたしって１人しか愛せないんだよね。

だから今は忠義ONLY LOVE
好き。好き。すー。

なんかいろんなことに興味持つのはいいことだと思うけど

その分お金もかかるし、ｦﾀｸを続けるのも大変だなぁって。(笑
まぁ、それでもあたしはｦﾀｸ道まっしぐらです♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

pika2.gif

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

ﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はｱﾄﾞﾚｽ載せていただければ訪問させていただきます。

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


Webﾊﾟﾁもありがとうございます。
ｺﾒﾝﾄもﾖﾛｼｸお願いします。



2008.04.26 Sat 土曜日のこの時間に家にいることが奇跡。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

まだまだ が降ると肌寒いですね。

でも昨日なんてあたし汗だくで仕事してたからね

喉なんてｶﾗｯｶﾗ。

休憩中にお茶１ﾘｯﾄﾙ空けそうになったし

どんだけ〜!!!!

なんか土曜日早番になったから

ごくせんが最初から見れるようになって

むちゃ嬉しい

ごくせんやっぱり視聴率いいみたいですね。

さーて。誰が人気出るんでしょう。

あたし的にはずんたかなぁって思うんだけど。（笑

ずんたって軽く関西弁だよね???
照ﾁｬﾝは完璧関西弁だったけど。

今日、ﾏﾏﾝがいないからｺﾝﾋﾞﾆご飯だったんだけど

ｱｲｽ買おうか悩んで にあるからｲｲﾔって思って

帰ってきてご飯食べていざｱｲｽを食べようかと冷凍庫開けたら

ないの。

まさに気持ちはﾌﾟﾘﾝを歌う心境でしたよ

ﾌﾟｰﾘﾝ。ﾌﾟｰﾘﾝ

そういえば久しく三兄弟の活動を見ないなぁ

あたし的に結構好きなんだけど

なんかｴｲﾄって幅広いなぁ。

三兄弟やったりﾚﾝｼﾞｬｰやったりすばるBANDやったり
ｿﾛやったり舞台やったりﾄﾞﾗﾏやったり。

http://jugem.jp/theme/c79/25/


そうゆうのってやっぱすごいなぁって思うし、

尊敬出来る。

てかね、髪の毛がもう限界

来週絶対切りに行こうー。

もうね、ｻｲﾄﾞが跳ねるの。

何度ｺﾃ当ててもﾀﾞﾒなの。

縮毛矯正かけなきゃﾀﾞﾒだわ。

あと長さも調節しなくちゃ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

pika2.gif

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

初めましての方もお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

ﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はｱﾄﾞﾚｽ載せていただければ訪問させて

いただきます。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.04.28 Mon 平々凡々。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

木曜日、美容院の予約入れた。

久々の美容院でｳｷｳｷ

１２月に行ったきりだからなぁ。

前回どれだけ短く切られたかってことですよねぇ

ﾏｼﾞﾎﾝﾄ最悪の髪型でした

ｴｸもつけてもらおー

ｲﾒﾁｪﾝ。ｲﾒﾁｪﾝ。

(*´д`)ｱﾊｧ♡

楽しみだなぁ

また髪伸ばそうー

なんか髪型変えたり新しい洋服買ったりすると

無性に出かけたくなるよね。

全然どこに行く予定もないんですけど

さみすぃー

空たむ（＠章大）とﾗﾝﾁ＆ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞぐらいなんですけど

でもあたし的には大ｲﾍﾞﾝﾄなんですが (笑

ﾃﾞｰﾄだもん

忠義の誕生日お祝いしてｽﾄﾗｯﾌﾟｵｿﾛのやつ買って

くだらない話を延々としてっていつものﾊﾟﾀｰﾝ。

以前は飲み会とかよく行ってたんだけど

もうここ２年ぐらいそうゆうの完全にﾊﾟｽ

なんかあたしお酒飲めないし、

一番の理由はそうゆう空気が嫌いだから。

気心知れた友達同士の飲み会は全然ありなんだけど

出会いを求めてとかそーゆーの苦手

だからﾀﾞﾒなんだろうなぁ。

ただﾁｬﾝ以外の人が見つからない理由。

ただﾁｬﾝと飲み会だったらすっげぇﾊﾞｯﾁﾘ決めて行くのに。(笑

http://jugem.jp/theme/c79/25/


髪も巻いてﾌﾙﾒｲｸで (笑

おまけにﾄﾞﾚｽｱｯﾌﾟもしちゃいますよ

逆に引かれるな。(笑
なんか叶姉妹みたくなってんの。(笑
ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

ただﾁｬﾝのことﾒﾝｽﾞって呼んじゃって。(笑

なんか土曜日、結局また遅番出勤になりそうなんだよね

ごくせんをﾘｱで見れると思ってたのになぁ。

なんか新人さんがあたしのｼﾌﾄで入ってたんだけど

どうやら無理くさくてやめるっぽいの。

なのでGW明けにはたぶん遅番かと···。（涙

なんか最近ﾈﾀなしなんだよね

だって先週の木曜日はﾚｺﾒﾝ聞き逃すし

爆睡もいいとこ

なんかエイトﾈﾀねぇー

テレ東さんも全然見てないし

ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)
明日は久々に何の用事もないお休み。

DVDでも見ようかなぁ。
４７でも見ようかなぁ。

ﾎﾝﾄつまんないﾌﾞﾛｸﾞでｽﾏｿ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

pika2.gif
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ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててすみません



2008.04.29 Tue Baby、Baby、Baby。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚがすでにヨコと忠義の誕生日ﾘﾇに

なってます

昨日暇だったから作っちゃった。

(*´д`)ｱﾊｧ♡
おまけにもう１コのﾌﾞﾛｸﾞのﾃﾝﾌﾟﾚも作って

記事も書いたので良かったら見てねー

なんか最近あたし、軽い咳をしてるらしくて。（無意識

自分では全然気がつかないんだけど

ﾏﾏﾝが毎日風邪???って聞くのよ

あたし全く風邪なんてひいてないし

しかも咳してることにも気づいてないし。（笑

どんだけﾆﾌﾞﾁﾝなんですか???

今日、何気に５時間ぐらいしか寝てなくて

もっそい眠いの。

なのでまたテレ東さんは見ないで寝ると思いますが

時間ある時にまとめて見ますので

ヒナﾁｬﾝ、丸ﾁｬﾝ、やっすん、ｺﾞﾒﾝね

なんかｴｲﾄﾒﾝが出る番組があるのは

嬉しいのですがなぜ７人じゃないのん???
週１でただﾁｬﾝが見れると思ってウキウキだったあたしって・・・。

ΣΣ(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!ですよ

なのでダイダマンをﾚｷﾞｭﾗｰ化して欲しいわけで
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あ。まだ昨日のHEY3見てないや。
昔の映像とかも出てたってゆーから

結構楽しみにしてるんだけど

とりあえず今日の番組用にHDDを空けたんだけど

HEY3が撮れてることも確認してねぇー
ｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)

そういやくらりある も終わりに近づいてきたね

もうすぐ誕生日だもんね。

１ｺも保存してないですけど何か???

ﾚﾝｼﾞｬｰも保存するの辞めちゃったし

だって に写してる余裕ないんだもん

はくらすますでいっぱいだし

あたし大倉担失格だなぁ

ﾁﾏﾁﾏ裁縫したり ﾃﾞｺったりするのは好きなくせに

文字を に写すとかめんどくせぇー!!!!

所詮Oｶﾞﾀﾝですから!!!!

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらクリックお願いします。

pika2.gif

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。
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2008.05.01 Thu ５月ですね。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

５月になりましたねぇ。

これから梅雨に入って夏になってって感じで

あっという間に１年が過ぎていくんですよね。

なんか頭痛いから早く寝ようと思ったのに

治っちゃって結局ｶﾂｶﾂ見てました。

あ。今回、デコ電SHOPに のﾃﾞｺお願いしたんですよ。

最初自分でやる予定でﾊﾟｰﾂとか探してたんですけど

すっごく素敵なﾃﾞｺ電SHOPさんに出会ってしまって
お願いしました。

明後日には届くと思います。

届きましたら写真UPしますね

そんなわけで今は前の を使ってるんですよ。

大事な とか新しい に移動させたりしないと

ならないので出来るだけ今、 使わないように

してるんです。

そうそう新しい眼鏡を作ろうかなぁと思ってて。

もう 見るのに大変なんですよ

あたし に帰ってくると即効ｺﾝﾀｸﾄ外して

化粧落とすので 見る時はもっぱら眼鏡っこなんですが

もう度があってなくて眼鏡かけても全然見えないんですよ

だからDVDとか で見てるんですけど

最近 の調子が悪くてなかなかDVDを読み取らないんですよ
だから眼鏡新しくして職場にも眼鏡で行けるようになったら

ﾗｸかなぁと横着なことを考えてます。
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(↑単なるものぐさ

なんか５月に入ってGWも明けた頃にヨコの誕生日が
あるじゃないですか???
その次の週が忠義の誕生日で。

今回ﾎﾝﾄに何の企画も考えてなくて

どうしようかなぁって。

まぁ、今回は空（＠章大）と１５日にお祝いしようと考えていて

そのぐらいしか何も考えてないんですよね

まぁ、それでいいかなぁなんてちょっとｽﾞﾙこいてるあてくしです

でもあたしにとって忠義の誕生日って自分の誕生日以上に

大切な日なんですよね。

やっぱり好きな人の生まれた日ですからね。

忠義ﾏﾏﾝと忠義ﾊﾟﾊﾟﾝが出会ってなければ忠義は

生まれてなかったわけで。

なんかﾎﾝﾄにお２人に１番感謝すべき日だとあたしは思ってます。

なんかしかも忠義、長男じゃないですか???
大倉家の初めての子供で大切に育てられたことだと思います。

そんなちょっとお坊ちゃましたところがある大倉忠義さんですが

苦労もたくさんしてきたと思います。

努力もたくさんしてきたことだと思います。

でもその努力してる姿を見られるのが嫌いな忠義。

やっぱりｶｯｺｲｲなって思います

あたしは大倉家の子供の育て方がすごく好きです。

厳しい部分は厳しくでもちゃんと暖かい家庭。

だから今の忠義が存在してるんだなぁって思います。

まぁ、まだ書きたい言葉はたくさんありますが

それは誕生日にでも。

ほなおつー。



2008.05.03 Sat 早朝〜。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

最近両方のﾌﾞﾛｸﾞを更新させています。

前はそれが当たり前に出来てたことなんですけどね

いかにあたしに余裕がなくなったかってことですよねぇ

昨日こっちのﾌﾞﾛｸﾞ更新させてないので

朝早く目が覚めたので今日はこっちのﾌﾞﾛｸﾞ更新します

なんか巷はGWであたしGWって必ず仕事で。

学生の頃はGWったらﾗｲﾌﾞって決まってました
なんかそんなとこもちょっと寂しさを感じつつ、

お仕事行ってきまふ

今日、近くでお祭りがあるんですよね。

民ﾁｬﾝととみえおばあﾁｬﾝが好きだったお祭りで。

今日、あたしの の も仕事あるんですけど

ﾏﾏﾝが位牌を持ってお祭り行きたいって言い出して。

実際どうするかわからないけど

ﾏﾏﾝはたぶん仕事抜けて行くはず。

兄ちゃんが御輿やってて最近では担がないけど

上に上って誘導とかしてるんで

それ観に行くらしいです。

ちなみにあたし兄ちゃんの御輿をそのお祭りで見たことがなくて

兄ちゃんの結婚式の時御輿をやったのを覚えてます。

その時が生まれて初めて兄ちゃんの御輿を見た時でした

兄ちゃんの結婚式はｲﾝﾊﾟｸﾄ大だったなぁ。(笑
１０年近く前だけど今でも覚えてるもん。

http://jugem.jp/theme/c79/25/


なんかエイトコン無性に行きたいなぁ。

なんかやっぱり友達が行ってるって思うと行きたいなぁって思う。

特に大阪は友達多いし。

はぁ.

みんな楽しんでね

あたしは仕事中ﾆﾔﾆﾔしてます寄って煮。

（↑変態極まりない

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

pika2.gif

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

すいません

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.05.05 Mon 書かずとも大倉忠義を想ってます&#9825;

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

ﾔ○ｰｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞでﾃﾞｼﾞｶﾒを買いました

１００００円以内で買えたのでこれから活用していこうと

思ってます。

とりあえずまだ注文したばっかりなので

空（＠章大）とやる忠義の誕生日祝いまでに

間に合えばいいかなぁと思って

まだＳＨＯＰの方がＧＷでお休みなんですよね

余裕が出来たらﾃﾞｼﾞｶﾒもﾃﾞｺってもらおうと思ってて

どんだけ〜!!!!
まったくエイトコンに行かない代わりにこんなことに

お金使ってます

なんか生活充実させるの結構楽しいですよ

まぁ、冬ｺﾝがあったら行きたいと思ってますけど

さすがに春、夏とやって冬はないのかしら???
そしたらあたし今年はＳＨＯＣＫで忠義に会ったきりに

なってしまいますけど

まぁ、番協か何かあったらがむばって行きたいと思います

でも秋ぐらいにｱﾙﾊﾞﾑ出そうかなぁとか思ってるんですけど

いや、夏かな???

まぁ、お金貯めて楽しみに待ってます

今日、職場で具合悪い人続出で１人は早めに帰して

もう１人は後半に具合悪くなったので

裏で休んでていいよって言って

店長は帰っちゃうし、実質あたし１人しか

お店にいなかったよ

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


でも暇だったのでなんとかなりました。

あり得なす

なんか今、錦戸亮に駄々ﾊﾏﾘ

もうﾗｽﾌﾚの亮ﾁｬﾝのお芝居にｷｭｰﾝ って。(笑
ＤＶは許せない行為だけど

一晩中 の中待たれて「待つのはつらくないから」みたく

言われたらあたしもｿｰｽｹのこときっと抱きしめてしまうんだろうなぁ

しかもｿｰｽｹの生い立ちとか聞くとやっぱり

同情してしまいます

最後どうなってしまうんだろう。

やっぱり別れるのかなぁ。

ＤＶが治まるとも思えないし。

それにきっとＤＶはｴｽｶﾚｰﾄしていく気がするし。

あぁ。先が気になる。

なんか空がﾙｰｷｰｽﾞ面白くなかったって言ってたので

期待して見てなかったんだけど

面白かったし

そういや、ｼﾞｬﾝﾌﾟで少し読んでたなぁと思って。

今回見たいﾄﾞﾗﾏがもっそいたくさんあって

そうするとﾌﾞﾛｸﾞもなかなか更新できずに。（苦笑

なんかこの間も少ｸﾗのcode見て亮ﾁｬﾝがｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)してるの

見てあたしまでｴｸﾞｴｸﾞΣ(´Д｀lll)してました

あぁ。亮ﾁｬﾝｽﾃﾁ

そ、そ。昨日あまりにも暇してたから空に

あたしとﾊﾞｰｼﾞｮﾝ違いの待ちうけを作って送りました

ちなみにあたしが忠義で空がやっすんです

これで もｵｿﾛだったら怪しいよね???

って空から 来たんですけど

昔は もﾋﾟｯﾁも色違い使ってましたけど何か???

怪しさ満載です



とりあえずﾃﾞｼﾞｶﾒが早く届くといいなぁと思いつつ

寝ます

ほなおつー。



2008.05.06 Tue 好きのその一言が言えなくて。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

疲れたのでﾍﾞｯﾄﾞでｺﾞﾛﾝﾁｮして 見てました

そしたらこんな時間に

写真たくさんＵＰできるようにこのﾌﾞﾛｸﾞ有料にしました。

ﾃﾞｼﾞｶﾒｹﾞﾄったらたくさん写真ＵＰしたいと思ってます

最近手抜きﾌﾞﾛｸﾞだったので

気合い入れて頑張りたいと思います

なんか明日、ＧＷ最終日じゃないですか???

何もやることありませんけど何か???
ｺﾒﾚｽ出来たらやろうかなぁって思ってますけど

起きれたらね

あたしどうも最近疲れてるんだよなぁ

あ。もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞにはＵＰしたんだけど

こっちのﾌﾞﾛｸﾞにＵＰしてないんでUPしたいと思います。

ﾃﾞｺ電SHOPのﾌﾞﾛｸﾞに載ってたあたしの の写真です

（↑これ裏側ね

ｽﾄﾗｯﾌﾟのクマもｽﾜﾛﾌで出来てるの

もうもっそい気に入ってます

当分これで ﾗｲﾌを楽しみます

そう、このデコ電SHOPのﾌﾞﾛｸﾞを見ててﾃﾞｼﾞｶﾒに目覚めたんだよねぇ。
なんかﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄのこととかもたくさん載ってて

http://jugem.jp/theme/c79/25/


写真たくさん載せてて楽しそうだなぁと思って。

なんかヨコの気持ちが分かるようになりました (笑

なんかあたしって普段どこって出かけるわけでもないんだけどねぇ

あ。時々「SAMURAI　GARLS」のﾌﾞﾛｸﾞチェックしてくださいね

結構この企画の進み具合とかわかって楽しいです

なんかすごくみんなｺﾞﾙﾌやﾏｲｸのこと好きなんだなぁって

思って嬉しくなりますよね。

あたしもｺﾞﾙﾏｲは大好きです

全部持ってるほど大好きです

これからもずっとずっと応援していきたいなぁって思います。

あたし、動く忠義、喋る忠義、随分見てないんですけど無事???

なんかやっぱり恋しくなりますね

生活が充実してると少し忠義のことも

忘れてる時があるんです

返ってつらい時とか悲しい時に

忠義に会いたいなぁとか思ったりします。

やっぱり忠義はあたしの心の支えなんでしょうね。

今よりもう少し忠義のこと見たりあったりする時間を

増やしたいなぁなんて思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

pika2.gif

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててゴメンなさい

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/




2008.05.06 Tue たっくん。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

そだ。

Webのﾎﾟｽﾍﾟ始めました
やってらっしゃる方は良かったら

ﾎﾟｽﾍﾟのﾒｱﾄﾞ記入して右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑから ください。

もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞの方にWebﾎﾟｽﾍﾟのたっくん。も貼ってあるので

そちらを見てくださっても可です

よろしこ〜

あ。今日、ﾚﾝｼﾞｬｰQP用のQPが届いたんだけど

思ってたよりも全然小さくて

なんか作れる自信なくなってきたんですけど

手芸やさんでこれよりもう少し大きめのQPあると

いいんだけど

なんかﾏﾏﾝがご飯の時いきなり

「みよﾁｬﾝが嵐のｺﾝｻｰﾄ行くんだって。」って言い出して。

嵐のｺﾝｻｰﾄは別にいいけどみよﾁｬﾝって誰よ???
ってﾊﾟﾊﾟﾝと総突っ込み。（笑

近所の友達らしいんだけど

知らないっつーの。

知ってる前提で話を進めるなって

娘さんと行くんだってって言ってきて。

何???
ﾏﾏﾝはあたしとエイトコン行きたいってこと???(笑
そんな、ﾏﾏﾝが生で大倉忠義さんなんて見たら

絶対惚れちゃうって

http://jugem.jp/theme/c79/25/


じゃ、今度お誘いしますよ

でもうちのﾏﾏﾝってエイトメンにﾀｲﾌﾟがいない気がするんだけど。

ちなみにうちのﾏﾏﾝはｼﾞｬﾆだったらﾀｯｷｰとか好きなんだよね。

ｼﾞｬﾆだったらってゆーか

ﾀｯｷｰが好きなんだけど

なので滝沢演舞城にﾏﾏﾝを誘わずいったことを

結構根に持ってる。（笑

１度、エイトの写真見せて誰がいいか

聞いてみよ

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

pika2.gif

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.05.08 Thu ﾃﾞｼﾞｶﾒ到着&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

こっちのﾌﾞﾛｸﾞにもWebﾎﾟｽﾍﾟの「一哉たん。」を
貼り付けました

Webﾎﾟｽﾍﾟをお使いの方いらっしゃいましたら
ﾀｳﾝｱﾄﾞ載ってるのでぜひｱｸｾｽしてくださいねー

何気に今、ﾁｮｰﾊﾏってるの

でも友達とか全然いなくて

かなり悲しい感じに。(笑

そ、そ。ﾃﾞｼﾞｶﾒ 届きました

早速うちの花壇を撮りました。

（↑可愛いでしょ???
結構手入れが行き届いてるんだよね



20080508141210.jpg

(↑ﾏｲﾃﾞｼﾞｶﾒ、ﾃﾞｺり前。(笑
来月ぐらいにﾃﾞｺってもらう予定。

ｷﾗｷﾗ大好き

D1010045.jpg

(↑ﾚﾝｼﾞｬｰQP製作前。
これ思ってたより小さくてこれより一回り大き目のやつ

探してる最中なんだよね

あ。NEWSの 買ってきた

なんかすっかり夏ですなぁ。

まだ梅雨前だと言うのに。

山梨の夏は苦手なんだよね



海ないし、盆地だからもっそいｼﾞﾒｼﾞﾒ暑くて

死にかかる

ﾏｼﾞで。ﾏｼﾞで。

あ。それでNEWSの新曲は「Baby Be My Baby!」が好き
こうゆうﾃﾝﾎﾟの早い曲が好きなんだよね

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

pika2.gif

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.08 Thu かばえぇｰｰｰｰ!!!!&#9825;&#9825;&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

なんか の設定がおかしくて

下のｴﾝﾄﾘｰの写真縦長になっちゃった

一応設定は変えてみたんだけど１度写真UPしてみないと
わからないや

（↑で、「歌姫」と「有閑倶楽部」のDVD-BOX
両方共発売日に買ったのに有閑倶楽部に至っては

開けてないってゆーね

ﾀﾞﾒじゃん、あたし

ﾄﾞﾝﾏｲ、あたし

(↑そう思って開けてみた。
中にはｷｰﾎﾙﾀﾞｰとﾊﾟｽﾞﾙと３６９ｼｰﾙが入ってました

ﾊﾟｽﾞﾙ作りてぇー!!!!



つーかたった今まで明日がヨコﾁｬﾝの誕生日だということを

忘れてました

買って今日お祝いしなくちゃ、明後日になっちゃうって

思ってたのになぁ

しかも明後日、 じゃん

もう忠義の誕生日と一緒に祝います

ヨコﾁｬﾝ、ｺﾞﾒﾝね

はぁ。そういえば忠義の誕生日をﾗｲﾌﾞ開場で一緒に祝うという

まひるたその野望はどこへやら

今年は次の日が福岡じゃんよー

ﾃﾞｼﾞｶﾒ とか買ってる場合じゃないって!!!!
ただよっちゃん、ｺﾞﾒﾝね

20080508184855.jpg

↑最近ﾊﾏってるWebﾎﾟｽﾍﾟの「たっくん。」の部屋。
ちなみに真ん中らへんにいるﾋﾂｼﾞがたっくん。です。

かばえぇ!!!!
（↑重症



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

pika2.gif

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.08 Thu I'm　ﾏﾂｼﾞｮﾝ&#9825;

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

ﾀﾊﾞｲ。

ますますﾗｽﾌﾚから目が離せなくなりましたね

もう亮ﾁｬﾝやばすぎ!!!!
そんな亮ﾁｬﾝにちょっと胸ｷｭﾝしてしまう

あたしはどMですな。

でもそれは絶対亮ﾁｬﾝだから。

普通に彼氏にあんなにされたら怖いよ

来週とかどうなっちゃうんだろ。

はぁ。ﾄﾞﾁﾄﾞﾁ

なんかｿｰｽｹの「ﾐﾁﾙ???」って の声にｷｭｰﾝ

（↑重症

ヽ(;´Д`)ノ
もう死んだう

今日は 見たねぇ。

うたばんに食わず嫌いにﾗｽﾌﾚ。

うたばんはあんまり見てなかったんだけど

食わず嫌いの松潤。

あたしは負ける気がしてたねぇ

だって嵐ですもん。(笑
最後の罰ｹﾞｰﾑ見れて感無量でした

なんか松潤の場合、負けず嫌い王って感じでしたけどね。(笑
あぁ。でもﾏﾂｼﾞｮﾝｶｯｺｲｲ

そりゃ、ｼﾞｬﾆｰさんじきじきに「来ちゃいなよ」って

言われるよなぁ。

小さい頃から可愛かったもん

まぁ、まぁ、あたしはそんなﾏﾂｼﾞｮﾝに目もくれず

http://jugem.jp/theme/c79/25/


相葉担でしたけどね

ﾎﾝﾄすんません

(↑あたしのお気に入りのﾍﾟﾝです。

これでいつも手紙書いてます。

あとはﾎﾟｽｶとかもよく使いますね♡

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

ｺﾞﾒﾝなさい。

ﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はｱﾄﾞﾚｽ載せていただけたら

遊びにいきます!!!!

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.05.09 Fri 27th!!!!

きみくん誕生日おめでとう!!!!
きみくんがいつもエイトを盛り上げてくれて

だからすごく楽しくって。

きみくんはすごくエイトのことeighterのこと大切に

思ってる気持ちひしひしと感じています。

いつも笑顔できみくんがいたから今のエイトが

あると言っても過言ではないと思います。

きみくんの時々出るﾒﾝﾊﾞｰへの無茶振りも大好きです。

全然２７歳に見えないﾘｱﾙﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝの

きみくんが大好きです♡

きみくんのいつも楽しそうにしてるとこ

見習わなくちゃっていつも思ってます。

事務所に入った当初からきみくんのこと見てるけど

全然いい意味で変わってないんだよね。

そんなきみくんも大好きです♡

これからもみんなを盛り上げて

いつも優しいきみくんでいてください。

２７歳おめでとう。



２７歳のきみくんにたくさんの天使が舞い降りて

きますように。

2∞8.5.9 福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.10 Sat いつも笑顔で。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

今日、むちゃくちゃ疲れてて

少林ｻｯｶｰみながらｳﾄｳﾄ

でも少林ｻｯｶｰは何度見ても面白い

あたしも子供の頃太極拳習ってたんだよね

途中で辞めちゃったんだけど

なんか続けていたかったなぁと思って。

護身術ぐらいにはなったかなぁなんて思ってます。

なんかヨコﾁｬﾝの誕生日過ぎちゃいましたね。

今日の午前中に買いに行きたかったんだけど

起きれなかった

そんなﾀﾞﾒﾀﾞﾒeighterのまひるです

ヨコﾁｬﾝ、ｺﾞﾒﾝね

なんかヨコﾁｬﾝってすごく頭の回転が速くて

いつもﾅｲｽなﾎﾞｹと突っ込みをしてくれますよね。

そんなヨコﾁｬﾝがあたしは大好きです

すごく暖かくて見てるとほっとする。

いつもﾒﾝﾊﾞｰにも気配り忘れないし、

これからもずっとずっとﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝでいて欲しいなって思います。

なんかﾗｽﾌﾚ、毎週録画してるのですが

ﾁｬﾌﾟﾀｰ数が多くてとかなんとかで

DVDに焼けないんですよ

これはどうしたらいいの???
誰か教えてください

http://jugem.jp/theme/c79/25/


でもﾗｽﾌﾚはDVD-BOXが発売になったら買いそう。(笑
特典映像とかあったら確実に買うでしょう。

もうﾎﾝﾄ役者錦戸亮にはいつも関心させられます。

すっごいなぁって。

そんな役者錦戸亮に役者大倉忠義が褒められることは

ﾎﾝﾄに光栄で亮ﾁｬﾝってﾎﾝﾄ見てるとこはしっかり見てるんだなぁ

って思いました。

また忠義のﾄﾞﾗﾏのお話が決まったらいいなぁって思います。

ｼﾞｪｰﾑｽも大好きだったんですけど

あたしは「ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ」が１番好きでした。

なんかあーゆうﾏﾆｱｯｸなお話大好きなんだよね

ﾎﾝﾄまた「劇団演技者」に代わる番組が始まったらいいなぁ

って思います。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

http://tdys0516-love.jugem.jp/manage/


2008.05.10 Sat 本日のﾃﾞｻﾞｰﾄ。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉担まひるですけどもー。

今日、 降ってて結局ヨコﾁｬﾝの 買いに行けなかった

残念、無念、また来週って感じですかねぇ

ちなみに今日のまひるたそのﾃﾞｻﾞｰﾄはですね、

そばﾌﾟﾘﾝと小豆どうふです

ちなみにそばﾌﾟﾘﾝの上についてるのはｺﾞﾏです。

ではいただきまーす

ﾓｸﾓｸ。（しばしお待ちを。

うんまー!!!!

これむっちゃうまい!!! 
そばﾌﾟﾘﾝはおそばの風味もちゃんとするし、

小豆どうふは羊羹に近い感じ。

あたしはそばﾌﾟﾘﾝにやられました。

http://jugem.jp/theme/c79/25/


しかも上の写真デジカメ で撮ったあと

ﾃﾞｼﾞｶﾒ 床に落として

ｷｬｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰっっっっっ!!!!!

ってなったのは事実です

電池がはずれて即効電池入れて

電源入れたら入ったし、幸い傷もなく

ほっとしたあたしなのでした。

買って２日で床に落とすなんて!!!!
ﾏｼﾞびっくらした

そ、そ。実は先週、ずんたくんが主役だったにも

関わらずごくせんほとんど見てなかったのね

はついてたんだけど いじいじしてて

そんなわけで今週誰が主役なのかも知らないんだよね

今週はﾊﾞｯﾁｼ見ます

ほなおつー。



2008.05.10 Sat 母の日前日。

大倉担まひるですけどもー。

（↑まひるのｦﾀﾊﾟｿ。（笑

忠義のｼｰﾙ貼りまくりです[:ハート:]
ちなみに[:パソコン:]に映ってる画像は

まひるのもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞです[:ぴかぴか:]
ﾁｪｷﾗってね[:チョキ:]

（↑母の日前日ってことでﾏﾏﾝにお花が届きました。

左の小さい方があたしの贈ったｶｰﾈｰｼｮﾝです。



（↑近くに寄るとこんな感じ。

（↑これは弟から。

ちなみにﾊﾞﾗの造花をﾀｵﾙでくるくると巻いてあるの。

全然ﾀｵﾙに見えないでしょ???
最初ﾀｵﾙってことに気づかなかったもん。(笑

あと庭に皐月が咲いていてすっごく綺麗なんだけど

それが今日おじいちゃんの祭壇の横に飾られてて

しばし見とれてしまいました。

うちのﾏﾏﾝがすっごいお花大好きなので

うちは家中花だらけです

ﾎﾝﾄは今年、ﾏﾏﾝに薔薇のﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰを贈りたかったのね。

でも１５０００円ぐらいして

極貧なあたしには手が出なかったよ[:悲しい:]
来年はぜひ贈りたいなぁって思ってます。

ﾎﾝﾄ兄ちゃんは毎年すごくて

１番すごかったのは２ﾒｰﾄﾙぐらいあるお花を贈ってきた

ことがあるの。

今年もその花が咲いてるんだけど



今日は[:あめ:]降ってるので

また[:おてんき:]の日にでも撮りますねぇ。

そういえばくらりある に

今日はヒナﾁｬﾝとﾛｹに出てるって書いてあったんだけど

何のﾛｹだろ???
やっぱりｴｺ番組のやつかなぁ。

まひるも忠義べいべーの肌が恋しいです[:ハート:]（笑

なんか今日久々に４７ﾂｱｰの忠義の写真眺めちゃったよ。

やっぱり(○´艸`)♡ｶﾜｲｲ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

今月中には終れるようにがんばりたい.JP

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.13 Tue CD貧乏。

大倉担まひるですけどもー。

やっぱり疲れると歯が痛いなぁ

来週歯医者行ってこよ。

今週は空たむ（＠章大）とﾃﾞｰﾄだし

久々のﾗﾝﾁだからすっごい楽しみ

忠義とヨコの誕生日お祝いしてｽﾄﾗｯﾌﾟ、ｵｿﾛのやつ買って

ﾚﾝｼﾞｬｰQPの材料買ったりやること満載。

あたしいつも仕事の帰り遅いじゃない???
だから帰ってきてから出かけるとか仕事の前に出かけるとか

あり得ないからﾎﾝﾄ休みの日が唯一の息抜きなんだよね。

週に２日の休みのうち１日は爆睡したいし。(笑
大概もう１日はCDｼｮｯﾌﾟと本屋に行ってるけど。（笑

何も買わなくてもその空間が好きなんだよね。

あたし長い時間立ち読みとか出来ないから

関連の本ﾊﾟﾗﾊﾟﾗっと見たり、

なんかめぼしい本探したり。

最近買った はC-C-Bですけど （笑

あたし全然C-C-B世代とかじゃないんだけど

見てると

最近よく流れるじゃない???
で、気になってて。

それで再結成したって話聞いて思わずｱﾙﾊﾞﾑ買っちゃいました

ｶﾊﾞｰ曲ﾒｲﾝなんだけど知ってる曲がほとんどで

聴きやすい。

最近こればっか聴いてる。(笑
で、ｳｨｷで調べたりﾒﾝﾊﾞｰのﾌﾞﾛｸﾞ周りしたんだけど

すっごいへぇ〜ってことが出てきて面白かった。(笑
C-C-Bってゆーと笠さんのﾊｲﾄｰﾝﾎﾞｲｽってｲﾒｰｼﾞあったけど

ﾒﾝﾊﾞｰ全員がﾎﾞｰｶﾙとれるんだってね。

あたしはﾘｰﾀﾞｰの渡辺英樹さんのｾｸｼｰﾎﾞｲｽが好きなんですけど



まぁ、最近はそんな感じです。(笑

で、今日はKAT-TUNのｼﾝｸﾞﾙﾌﾗｹﾞ日なのですが

極貧なのでとりあえず来週買おうと思って。

ﾎﾝﾄC-C-Bとか買ってる場合じゃないって!!!!
今月、東方神起のｼﾝｸﾞﾙも２種買ったしね。(笑
NEWSも２種買ったし。

あたし、ﾎﾝﾄ 貧乏ってゆーか雑誌貧乏ってゆーか。

あ。今日、朝からエイトのPV見てた

やっぱりワッハッハーのPVが１番好き

なんかｽﾄｰﾘｰ性のあるものの方が見てて楽しいよね。

ヨコが異常にｶｯｺｲｲし

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あたしには忠義よりもかっこよく見える。(笑
あぁ。最近生エイト見てないなぁ。

なんか年々見る機会が減ってる気がする。

それでいいのか???まひるたそ!!!!
よくねぇー

今年下手したら生エイト１回観れるかどうかって

感じじゃない???
ﾔﾊﾞｲよなぁ

そんな年今までなかったし

そ、そ。 の本ｱﾄﾞを知ってる方にお知らせ。

ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰの都合でﾒｱﾄﾞが変わります。

ﾔﾌｰのｱﾄﾞは変わらないんですがzeroってつくｱﾄﾞﾚｽが変わるのです。

なので くださる際はﾔﾌｰのｱﾄﾞか

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑから くだぱい。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.14 Wed 空たんとﾃﾞｰﾄ&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

今日は急遽休みのｼﾌﾄが変わったので

早速空たむ（＠章大）とﾃﾞｰﾄ

まず手芸やさんに行ってﾚﾝｼﾞｬｰQPの材料のお買い物。

しかも今日、ｺﾝﾀｸﾄ忘れて全然見えなくて

お店中ｸﾞﾙｸﾞﾙしてた。(笑
ﾌｴﾙﾄがいいか布がいいか迷ったので両方買いました

その後、雑貨やに移動して



エイトのｽﾄﾗｯﾌﾟとｶﾞｽﾊﾟｰﾙのｽﾄﾗｯﾌﾟを空とｵｿﾛで買い。

で、ﾗﾝﾁ。

あたしと空の好きなｺｺｽﾌﾟﾚｰﾄ。(笑

で、ヨコと忠義の誕生日祝い。

空と１７時まで語って帰宅。



やっぱり昔話に花咲いちゃって最近の話より

昔の話が多め。(笑
で、空たむがエイトの長野公演申し込んだらしく

当たったら行きます

当たれ〜!!!!〜(^Д^〜)
そして忠義の 事情で盛り上がる。(笑
忠義さん、 買い替えしすぎです!!!!
誰かが よく変える人は

女もすぐ乗り換えるって言ってましたけど

忠義さんもそうなんですか???
ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)
ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

また後で書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.15 Thu (´Д⊂ ﾓｳﾀﾞﾒﾎﾟ

大倉担まひるですけどもー。

すいません

毎日朝５時起きなので昨日も２３時には爆睡してました

ちなみに今日も５時起きです

別に何って用事があるわけじゃないんですよ

自然とその時間に目が覚めるんです

（↑老人か

すでにもう眠いですもん

今日はﾗｽﾌﾚ見れないかも

そのぐらい眠い。

そんなわけで今日はｺﾞﾒﾝなﾊﾟｲ。



2008.05.16 Fri 最高の幸せを２３歳のあなたへ。

忠義、２３歳おめでとう!!!!
忠義が事務所に入ってから１１年が経つんだけど

頑張ってここまで来たんだなぁって

思います。

辞めようと思ったことがないと言ってたけど

それはこの仕事がﾎﾝﾄに好きだったからだと

思うし、忠義のいつも

諦めないって姿勢の表れだなぁと思います。

何かに一生懸命になれることは

すごくいいことだと思うし、

忠義の努力が報われたんだなぁって思います。

忠義はすごく温厚でﾏｲﾍﾟｰｽで

周りの人を魅了する力があると思う。

それは忠義の人柄もそうだし、

努力を惜しまない部分もそうだと思う。

そんな風に育ててくれた

忠義の両親にすごく感謝しています。

忠義ﾏﾏ、忠義ﾊﾟﾊﾟありがとうございます。

あたしは形はどうであれ

そんな忠義に出会えたことに感謝しています。



これからもたくさんの人を魅了して

やまない大倉忠義で居てください。

２３歳という年が忠義にとって幸せなもので

ありますように。

大好きです♡

2∞8.5.16　福原まひる。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.16 Fri 忠義誕生日に想ﾌ。

大倉担まひるですけどもー。

今日仕事行く前にKAT-TUNの 買ってきました

なんか結局通常盤も買ってるし （笑

なんか聖の左目だけ二重になってるのがもっそい

気になるんですけど

前からそうだったっけ???（苦笑

昨日、結局ﾗｽﾌﾚ見たんだよね。（笑

なんかうたばん始まる頃から全然眠れなくなって

うたばん見て寝ようと試みて

結局眠れなくてﾗｽﾌﾚ見てた。

なんか上野樹里ﾁｬﾝのお芝居には引き込まれるものがあるね。

完全にるかを演じてるもん。

すごいなぁって思った。

しかも完全にあたしは木曜日ってことを忘れてました

ﾚﾝｼﾞｬｰ更新もすっかり忘れていて

今日になって見ました。

（↑ﾀﾞﾒｦﾀ。

しかも今日は朝５時起床を更に上回り

朝４時起床です

どんだけ???
あたしは老人か???
もう毎日４時間とか５時間しか寝てないの

だからすっごい１日が長いの

もう仕事とか今５連勤中の２連勤をこなして

明日３連勤目です



しんどい···｡

ぜーぜー。

なんか好きな人の誕生日ってやっぱ特別だよね。

なんかしかもその日にくらりあるで忠義からのｺﾒﾝﾄ

見れたことがﾎﾝﾄに嬉しかった。

人気が出るってことは何かを犠牲にしなくちゃならなくて

そっかぁ、忠義はﾎﾝﾄにこの仕事が好きなんだ

って思ったらあたしももっと一生懸命応援しなくちゃなぁって

思った。

忠義が犠牲を払ってまでも頑張ってるなら

あたしも何かを犠牲にするぐらいの覚悟で

応援したいって思った。

それはあくまでも覚悟であって何かを犠牲にする

わけじゃないんだけど。

そう思った５月１６日忠義の２３歳の誕生日なのでした。

そうそう、空（＠章大）にこの間会ったら

「ｶｯﾊﾟﾁｬﾝ???」って言われた

そうなんだよねー。

髪をすかれすぎてｶｯﾊﾟﾁｬﾝみたいなんだよね

あえて言わなかったんだけど。(笑
早く髪の毛伸びないかなぁ

ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)

。o゜(p´□`q)゜o。ｴｰﾝ。ｴｰﾝ。

曜日の感覚が全くないでし

１日が異常に長いし

よっしゃ。寝るっぺ。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.17 Sat 今日もおつー。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、寝たのが朝の４時半ぐらいで。

それで朝１０時頃起きてﾎﾞｹｰっとして

仕事行く支度してお昼から仕事行ってきました。

まだあと２日あるんですけど

でも帰ってきてﾃﾞｼﾞｶﾒをﾃﾞｺりに出してるんですが

それがﾃﾞｺ電SHOPのﾌﾞﾛｸﾞにUPされてて

むっちゃﾃﾝｿﾝ上がった

（↑これです



(↑これです

むちゃｽﾃﾁ

いつもお世話になってます。

D様。

届くの楽しみ〜♡

早くて明後日ぐらいには届くと思うので

そしたらまたﾃﾞｼﾞｶﾒ活躍だわ。

来月ぐらいになったらまた犬を飼う予定らしいので

活躍しそうです

なんかね、まだやっぱり頭の中にﾏﾒﾁｬﾝの顔が浮かぶし、

先代のﾗﾝ丸とかも忘れたわけじゃないし。

新しい犬なんて飼ってもいいのかなぁ???とかも

思うんだけどあたし的に番犬がいないのは怖い。

もちろん癒しのためでもあるけど

あたし生まれてから周りに犬のいない環境って

なかったのね。

だからもっそい番犬がいないと不安。

特にあたし１人で離れに暮らしてるからね。

あぁ。今日、福岡だったんだよなぁ。

忠義の誕生日祝いとかやったよね???
あたしいまだかつてﾗｲﾌﾞで忠義の誕生日祝ったことないんだよねぇ

一生のうち１度ぐらいはお祝いしたいな。

ただﾁｬﾝ、いつかは。(笑
なんか今回、構成とかすごくいいって聞くし、

ﾎﾝﾄに行けないのは残念



ﾂｱｰも残り明日となりました。

最後まで気を抜かずに頑張って欲しい。

行かれる方は楽しんできてくださいね。

なんか今回のﾂｱｰはすっごい長く感じた。

たぶん自分が行ってないからじゃないかなぁ。

それぐらい自分の中では一大ｲﾍﾞﾝﾄだったんだなぁって思った。

夏、長野行けるといいなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.20 Tue 遅くなりましたが春ｺﾝお疲れｻﾏでした。

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾞｼﾞｶﾒ 届いた

もうめっちゃかわゆす

なんかあたしのｸﾞｯﾀﾘしてる間に

春ｺﾝが（所謂ﾄﾞﾘﾌ魂）１８日で終りまして。(笑
忠義にも怪我がなく無事に春ｺﾝが終わり、

ﾎﾝﾄにみなさんお疲れ様でした

無事にﾂｱｰが終れたこと嬉しく思います。

今回あたしは予定してた日程がおじいちゃんの４９日に

当たり行けなかったんですけど

なんかたぶんこの悔いはeighterやってる間ずっとあのﾂｱｰがって

言う程残るものだと思う。（笑

でもいつまでも悔いてても仕方ないし、

次のｽﾃｯﾌﾟに進まなくっちゃって思う。

次はｴｺ大使と夏ｺﾝだね

あたしはとりあえずHDDを余分に空けることを

考えなくちゃ。

なんかﾋﾞﾃﾞｵの方がﾗｸだったような気がするのは

あたしが機械ｵﾝﾁだからですか???
でも久々に忠義の姿が見れると思うと

めっちゃ嬉しい

今じゃ にも忠義出てないし。

いや、出てるけど映らないだけ

もうﾎﾝﾄﾃﾚ東さんだけが頼りだったのにー!!!!
今まで毎週忠義が見れてたのになぁ

もうこれはﾀﾞｲﾀﾞﾏﾝにかけるしかないですな。

ﾃﾚ朝さんお願いします。（ﾍﾟｺﾘ

ﾀﾞｲﾀﾞﾏﾝ、ﾚｷﾞｭﾗｰ化お願いします。(切実



もうﾎﾝﾄ５連勤が無事に終わりまして

ﾏｼﾞであたしの仕事何気に重労働なので

５連勤はｷﾂｲわけで。

途中４日目意識が飛んだ

普段４連勤までしかしないので

５連勤はさすがにｷﾂｸ。

しかも今日はゆっくり寝るぞぉー

って思ってたのに結局朝４時半頃目が覚めて

それから３度寝ぐらいしてさっき起きた。

なので今日はﾊﾞｯﾁﾘです

∞世界を見れそうです

何気月曜日とか「ｳﾞｧﾝﾊﾟｲｱ騎士」２５時から見てるのにね。

火曜日はねぇ、次の日早いから寝なくちゃってのがあるんだよね

前は関係なく起きてたけど

なんかあたしの

「亀梨和也」は簡単にﾘｽﾄに出てくるくせに

「大倉忠義」はﾘｽﾄにないんだよー

やっぱりﾄﾞｺﾓのCMやってた人達は違うなぁと思ったわけで。

でもなんかｴｲﾄって のCMって感じしないよね???
どっちかというと食べ物系みたいな感じ。（笑

それは忠義が大食いだからでつか???
それとも関西人だからでつか???
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

そ、そ。

昨日、ﾛｰｿﾝにお昼買いに行ったのね。

そしたらﾛｰｿﾝのﾄﾗｯｸが停まってたのね。

NEWSｶﾞｧｰｰｰｰｰｰｰｰｰ!!!!!
ってなったわけです

写ﾒる勇気はなかったけどね

すいません ﾍﾀﾚで



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.20 Tue ﾓﾃﾞﾙ立ちをする男。

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾞｼﾞｶﾒのｽﾄﾗｯﾌﾟ。

これ、ﾌｧｽﾅｰになってて開けると

輪になっててちゃんと指が通せるんです。

しかもﾁｬｰﾑはﾊｰﾄとTのｲﾆｼｬﾙ。

ﾃﾍ。(ﾉ∀｀)
最初自分のｲﾆｼｬﾙにするつもりだったんだけど

結局Tを買っちゃうｦﾀｸなのでした。(ﾉ∀｀)

（↑これ兄ちゃんが一昨年ぐらいに母の日に贈った花。

花っつーか植木だよね。すでに。（笑



今年も咲いてます

家の会社の裏口に置いてあります。

あとｴｺﾊﾞｯｸも写真撮ったんだけど

なんかもっそい微妙感漂ってたから載せるのやめた。(笑
まひるたそ、ご愛用のﾏｲｴｺﾊﾞｯｸ。

つーか でもらっただけだけど。（笑

これが結構たくさん入って便利。

もﾁｰﾑﾏｲﾅｽ６％に参加してるんだね。

まひるたそも参加してます

あ。そ、そ。春ｺﾝのｸﾞｯｽﾞ早くWebで販売にならないかなぁ。

今回行けなかったから誰にも特に頼まず

Web販売を待ってるのね。

早くﾊﾟﾝﾌとかﾎﾟｽﾀｰとか欲しいなぁ。

いや、たぶんほとんど全部買う予定だけど

ﾊﾟﾝﾌの忠義がﾍｯﾄﾞﾌｫﾝしてる写真がすっごい好きで

あの目つきのやらしさは天下一品でしょ??? (笑
ﾁｮｰｴﾛｲんですけど!!!!!
その画像を待ちうけにしてるんだけど

空（＠章大）に思わず確認しちゃった。(笑
「忠義って昔からこんな顔してたっけ???」って。

そしたら空が「いや、ﾌﾞ○ｲﾋﾟｰｰｰｰｰｰ。（自主規制）だった。」

空ならそういうと思ったよ。

ﾏｰｼｰ派だもんね。（笑

「あ。でも昔からﾓﾃﾞﾙ立ちはしてたよね。」(笑
「写真より実物の方がｶｯｺｲｲけどね。」(笑

ｽﾀｯﾌｩｰ。ｽﾀｯﾌｩｰ。

ﾌｫﾛｰ入りました。(笑
あたしも思ったけどね。

昔はこんなにかっこよくなるなんて予想してなかったって。（笑

ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.21 Wed 「ﾀﾞｲﾀﾞﾏﾝZ」ｹﾃｰｲ。

大倉担まひるですけどもー。

（↑ﾃﾞｽﾉｰﾄ。職場の先輩に貸してたやつが返ってきました。

なので今日は大荷物で

ちょっとそのﾀｲﾐﾝｸﾞ〜ｩ???って思ったもん。（笑

だって今日、 だし、

帰りTV誌を買わないとならないのにー!!!!って思って

そのﾃﾞｽﾉを持ちながら本屋に寄った

は今日３０分ぐらいで終わった。

診察に行く時間なくて結局診察は再来週かと

１７時に 出て本屋に寄って には寄れなかった

もうだって荷物が多いんですもん

うーん。考えたらﾃﾞｽﾉ、職場に置いてくるか本屋はｦﾀ誌発売の時

一緒でも良かったような···

しかも今日女の子の日になりまして

良かったんだか悪かったんだか。

ﾚｯﾂｼﾝｷﾝｸﾞ〜ｩ。

そうそう、Y&Jから会費の振込み用紙が届いてた



とりあえず現在の所持金が６０００円なので

振り込めな〜い。

来月になったら振り込もうー

で、さっきｼﾞｮﾝだけ見たのね

忠義さんのヒナﾁｬﾝとの対馬ﾛｹってやっぱｴｺのやつだったね。

おにぎり美味しそうに食べる忠義がめっちゃかわゆす

ヨコﾁｬﾝの牛ﾛｹもきつそうだったなぁ。

牛のｹﾞｯﾌﾟって相当くさいって聞いたことあるよ。

BUT、ｴｺWeekの番組の半分ぐらい映らないんですけど

ｴｺ番組さえ映るか怪しいですもん

あ。あとまたﾀﾞｲﾀﾞﾏﾝやるんだね。

ｳﾊ

「ﾀﾞｲﾀﾞﾏﾝZ」で６月２７日の金曜日２３時１５分〜

うっきゃんきゃん

ﾃﾚ朝さん、あざーす!!!!
とりあえずﾚｷﾞｭﾗｰではなくまた特番みたいだけど。

あぁ。 で忠義がいっぱい見れるぅ〜

なんか気づかないうちに忠義の髪がだいぶ伸びてることに気づき。（笑

あぁ。あたしはそんだけ忠義を見ることがなかったんだなぁと。

実にｼｮｯｷﾝｸﾞ〜ｩな出来事でした

とりあえず一端終ります。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2008.05.22 Thu ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!!

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ変えましたぁー

なんか全然芸のないﾔﾂでめんぼくねぇ

だって何も浮かばなかったんだもん

まぁ、いいや。

しばらくこれで

なんか雑誌の整理してて

山久のおﾇｰﾄﾞのｱﾝｱﾝを発見して悶絶してみた

ｗﾟдﾟ)ｗｶﾓｰﾝｶﾓｰﾝ(ｗﾟдﾟ)ｗｶﾓｰﾝｶﾓｰﾝ(ｗﾟдﾟ)ｗｶﾓｰﾝｶﾓｰﾝ 

ﾔﾍﾞｪ。何度見ても死ぬ。

あぁ。ﾔﾍﾞｪ。妄想が止まらない。

おﾇｰﾄﾞなんて忠義にやられた日にゃ、

あたしぶっ飛ぶよ!!!!!
なんかだって松潤のも死ぬかと思ったもん

はぅーん。

たらよしー

なんかちょっと見てみたい気もするんだけど

でもｼｮｯｸも相当大きいと思うんだよね。

なんかだって女子に覆いかぶさってるだけでくたばりそうに

なるもん （爆笑

だってﾗｽﾌﾚで亮ﾁｬﾝが長澤まさみﾁｬﾝに覆いかぶさってるだけで

世界の果てまでイッテQになったもん

死んだう

そんな自分ややウケ。（笑



そんな自分ややウケ。（笑

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! 

すっげぇ、ﾄﾞｱﾎｩでめんぼくねぇ

全然話変わるんだけど

あたし、今のヨコの髪型あんまり好きじゃなくて

（↑·ﾟ·(ﾉД`)ヽ(ﾟДﾟ )ﾅｸﾅ ｺﾞﾗｧ!!
なんかやっぱ清四郎が１番すちー

あぅ。寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.24 Sat 理屈じゃないんだ。

大倉担まひるですけどもー。

お腹痛くて２日間 に向かえる状態じゃなくて

放置しました

すみません

しかも右ひざが赤く腫れてて

しかもそれに気づいたのが３日ぐらい前で。(笑
痛かったのは１週間ぐらい前なんだけど。(笑
出た!!!!ﾆﾌﾞﾁﾝ
仕事してても膝を着くことってよくあるから

もっそい泣きそう

なんか で する時ももっそい痛いんだけど

しかもぶつけたのか虫刺されなのかも

わからないから薬が塗れない

（↑もっそいﾊﾞｶﾁﾝ

あたし、最近「向井理くん」の顔を覚えました。(笑
（↑どんだけ〜???
なんか眼鏡をかけてる方が好き

だって「ﾊﾞﾝﾋﾞ-ﾉ」に出てたって最近知って

「はぅ。あの先輩風ふかしてたﾔﾂか??? 」

って最近気づきました

だって「おせん」見てても最初向井くんって気づかなかったもん

まぁ、最近気づいたんですけど

で、今日「恋から」見てたら向井くんが出てて

足なげ〜!!!!
って思ってみてたら最後「おせん」の番宣してて

そこで出演者の名前に「内博貴くんとか。」って言ってて

ｷｭｰﾝ ってなりました。(笑
あたしの中でそこだけｴﾝﾄﾞﾚｽﾘﾋﾟです。



「内博貴くんとか。内博貴くんとか。内博貴くんとか·········｡」

あ。そうそう。

あたしの土曜日早番時代は終わり

ｲﾚｷﾞｭﾗｰに金曜日が早番だったり遅番だったりします。

そんなわけで今日、ごくせん、ﾁｮﾛっとしか見れなかった

必ずﾒﾝの中に恋愛話が出てくるわけじゃないですか???
それが照ﾁｬﾝともなると話は違ってきます!!!!!
どんだけ照ﾁｬﾝが好きなの???
なんかね、顔とか全然ﾀｲﾌﾟじゃないんだけど

あの前へ前へ精神が好き （笑

それが苦手な人もいると思うんだけど

あたしは(○´艸`)♡ｶﾜｲｲなって思うんだよね。

なんか全く忠義とは別のﾀｲﾌﾟだよね。（笑

あたしあんまり前へ出てくる人好きじゃないんだけど

照ﾁｬﾝだけ特別なの。

なんか全然うまく説明できないんだけどね。(笑
そんなわけで今日は照ﾁｬﾝとずんたの連載更新日なので

今から見たいと思います

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.26 Mon ヨコたん、ﾓﾝﾊﾝ買って&#9825;（上目遣い

大倉担まひるですけどもー。

「ドレミソラ」のDVD欲しいなぁ (ﾉ∀｀)
あれもっそい内きゅんが可愛いんだよねぇ。

大沢あかねﾁｬﾝとのやりとりとか好きだし。

なんかちょっとひねくれ坊主の博貴が見れます

なんか今日ﾌﾞﾛｸﾞ書かずに寝ようかと思ったのですが

やっぱり少しでも楽しいﾌﾞﾛｸﾞがお届けできたらいいなぁと

思いまして頑張って書くことにしました。(笑

なんかﾌﾞﾛｸﾞってﾎﾝﾄ自分の成長日記とその日その時の

感じたことエイトのことなどの書き止めなんですよね。

だから１日１日大切に書きたいし、

中途半端になることなら書かないでまた明日って思うんですよね。

でも出来るだけその日のことを記事にしたいと思ってます。

まぁ、今の憂鬱は右ひざですけど

膝を曲げるたびにｱｲﾀﾀﾀﾀﾀ。膝を着くたびにｱｲﾀﾀﾀﾀﾀ状態です

まぁ、どんくさいといえばどんくさいんですけど

なんかﾃﾞｺｼｰﾄ（貼るだけのやつ）でﾐｯｷｰのやつがあるんですけど

あたしの 貼れないから

鏡に貼ろうかなぁと思ってまして。

もうすっかりデコのとりこです。

これﾏｼﾞ病み付きになる。

ｷﾗｷﾗ大好きなあたしとしては毎日ﾃﾞｺ電SHOPさんのﾌﾞﾛｸﾞを

見るのも楽しみで今日はどんなﾃﾞｺ作ったんだろうとか

もっそい気になります。



あ。私信です。

たちゅよし∞さん＞＞あたしは大倉担歴４年ぐらいになります。

副担歴とあわせたら７年ぐらいになります。

でもあたしは担歴とか関係ないと思ってます。

その人が今どれだけ自担のことを好きか

大切に思ってるかそれが大事だと思ってます。

あとたちゅよし∞さんのｻｲﾄに飛ぼうと思ったのですが

飛べなかったのでお手数ですが再度書き込みヨロシクお願いします。

私信失礼しました。

なんかもう毎日ｼﾞｬﾆWeb見てて。

(↑ぇ???当たり前???
あたし最近あんまり連載系とか見てないんで

結構ﾉｰﾁｪｯｸです

でも春ｺﾝのｸﾞｯｽﾞの販売が早くやらないかなぁって思って

毎日Web見てます

まぁ、今注文しても８月ぐらいのお届けになるかと

思うんですが

もうｸﾞｯｽﾞの注文さえ済ませてしまえば一安心なんです

もうすぐ「仕事人」のDVDも発売になるし

あたし１回しか見たことないからここぞとばかりに

ﾘﾋﾟしたいんです

特にただﾁｮﾝのﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ

ｳﾊ(ﾉ∀｀)
なんかそうゆうのは自分に都合よく相手を自分に置き換えて

ｳﾊｳﾊ してます （笑

あたし、なぜかすば倉BANDのﾗｲﾌﾞがｴｲﾄのﾗｲﾌﾞより

印象に残ってるんですよねぇ。

あたしが元々ﾊﾞﾝﾄﾞ気質なのもあると思うんですが

すば倉BANDのﾗｲﾌﾞはまたぜひやって欲しいと思います。

これってどこに希望出したらいいんですか???



Web???ﾃｲﾁｸさん???
このﾗｲﾌﾞがDVDになってないのがﾎﾝﾄ悔やまれます

各自のｿﾛｺﾝもDVDになればいいのに。

ないけど

絶対買います!!!!
SHOCKもDVDになって欲しいし

あぁ。ﾓﾝﾊﾝ欲しいなぁ。

なんかｴｲﾄ効果でﾓﾝﾊﾝとPSP売れそうだよね。(笑
現にあたしが欲しいと思ってる。

久々に したいしなぁ。

まぁ、あたしに 持たせると危険なんですけど

寝ること忘れて夢中になるからね。

誰かﾓﾝﾊﾝｾｯﾄ買ってくれないかなぁ。

ここはやっぱりヨコちょに頼むしかないな

よこちょ、あたしにもﾓﾝﾊﾝとPSPを買っておくれ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.26 Mon 今日もﾑﾊ&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

今日、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰの変更設定と新しいﾒｱﾄﾞのお知らせが

届いたんですよ。

で、用紙に書かれた設定方法だと

全然出来なくてｲﾗっとしてﾈｯﾄで調べまくって

３０分かかってやっと出来ました

で、その後ちょっとだけいろいろ登録してあるやつの

大事なﾒｱﾄﾞの変更だけしておきました。

そんなこんなでﾒｱﾄﾞ（本ｱﾄﾞ）が変わりました。

zeroって書かれてるﾒｱﾄﾞで連絡取ってる方は

あたしﾒｱﾄﾞ変わって誰と本ｱﾄﾞで連絡とってたのか

覚えてないので特にお知らせもしないんで

ﾔﾌｰのｱﾄﾞかここのﾌﾞﾛｸﾞのﾒｰﾙﾌｫｰﾑから御用の際は

くくだせぇ。

そ、そ。今日お昼に に寄ったのね。

そしたら でしか売ってない

「月刊ｱﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ」っていうﾁｮｰﾏﾆｱｯｸな雑誌があるんですけど

それにsuper juniorが載ってた!!!!!
きゅーん

しかも表紙!!!!
まぁ、 に行ったらぜひ見て!!!!
ﾏｼﾞかっけー

でもあまりにもﾋﾁｮﾙが普通の人になっていて

ちょっとがっかりみたいな

でも他ﾒﾝはﾁｮｰいかちぃの。(笑
なんで韓国のﾀﾚﾝﾄさんってみんなﾏｯﾁｮなの???
まぁ、ｼｭｼﾞｭは若干１名違う人もいますけど

ﾀﾊﾞｲ



もう体つきがやらしいの。(笑
で、職場に戻って誰かに言わずにいられず

ｱﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ持って「あたしこのｸﾞﾙｰﾌﾟ好きなんですよー 」って

１番仲良しの先輩に言って

もちろん「え???誰???」って言われましたけども何か???
「韓国のｸﾞﾙｰﾌﾟです まだ日本でﾃﾞﾋﾞｭｰしてないんですけど。」

って言ったら「ﾁｮｰﾏﾆｱｯｸ」って言われました

えぇ。ﾏﾆｱｯｸですとも

ｼﾞｬﾆｰｽﾞの中でもエイトが好きですからね。（笑

ﾏﾆｱｯｸ上等

今ね、相方空（＠章大）の愛娘のきらたん（＠きらり）が風邪ひいてて

喘息っぽい咳してるみたいで大変らしいの。

大丈夫かなぁ???
あたしも子供の頃、喘息持ちだったからつらいのすごくわかるし。

早くよくなりますように。

なもなも。

なんかｼﾞｮﾝかなぁ。ｶﾞｲﾄﾞかなぁ。

開いたら「姿三四郎」のDVDの告知が載ってて

やっかし欲しいよー

だってしげたんかっこよかったもん

（↑自称ｼｹﾞ好き

あたし、忠義のこと好きになる前から

ｼｹﾞたのことは好きだったのね。

何気にSHOPの写真何枚か持ってるの。

ちなみに亀ﾁｬﾝも最初の頃数枚持ってたんだけど

友達にあげちゃったんだよね。

たぶんｼｹﾞたが中学生ぐらいの頃。

（↑ｦﾀｸ丸出し

今日、ﾈﾌﾟﾘｰｸﾞを録画するか女神のｱﾝﾃﾅを録画するか迷った

ｦﾀ失格のあてくしです

だってﾈﾌﾟﾘｰｸﾞにD-BOYS軍団が出てたんですもん!!!!!



結局もちろんヒナﾁｬﾝを選びましたけども

なぜあたしのHDDﾚｺｰﾀﾞｰはW録じゃないのさ

ﾏｼﾞそこで凹む。(笑
ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ、常備しておいてﾘﾋﾞﾝｸﾞのﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷで録画出来るように

しないとﾀﾞﾒだね。

でもね、ﾘﾋﾞﾝｸﾞのﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ使わなくなったらﾀｲﾏｰが動いてる時と

動いてない時があるの。

なしてですのん!!!!

ちねばいい。

あ。じゃ、一端終ります。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.27 Tue 爆睡。

大倉担まひるですけどもー。

１度朝６時ぐらいに起きて

ﾒｱﾄﾞ変更して 食べて

眠くなってお昼寝したんですけど

あたし、自分のいびきにびっくりして目が覚めました

おやじか???
あたし疲れてるとときどきいびきかくんですよ

なんで人間って疲れてるといびきかくんでしょうね。(笑
不思議です

今週の日曜日、おじいちゃんの４９日で仕事休みなんですけど

その前後でさえもみっちり仕事入ってるのが凹みます

やっかし週末仕事ってきついなぁ

普通に連休が欲しい。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あ。でも今日休みになったのはﾐﾗｺｰ

人足りないって言ってたからてっきりあたし、言われるかと思ってた。(笑
休みで良かったぁー

ﾎﾝﾄに疲れてたから。

今日なんて爆睡

もう予定としてはﾃﾞｼﾞｶﾒ片手にお散歩行くはずだったんだけど

そんな余裕全く!!!!
でもまた明日から頑張れそうです

また後で。



2008.05.28 Wed 欠点さえあたしには愛しい。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は書くようなこと言っておいて

「おせん」終ったら爆睡してました

すみませんでした。

昨日は異常に眠かったですね。

そんな日もあらーなってことで。（笑

（↑本日のおやつ。ｶｽﾀｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝでう。

上の生クリームが異常に好き



(↑月刊ｱﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ表紙と裏表紙に渡ってsuper juniorが載ってます

ｲﾄｩｸｵｯﾊﾟ（右から４番目）が異常にｶｯｺｲｲ件。

最近３つ目のﾌﾞﾛｸﾞを移転したんですよ。

H.Nも変えてﾌﾞﾛｸﾞ名も変えて。

まぁ、心機一転なんですが

まぁ、ﾎﾞﾁﾎﾞﾁ書いてます。

そ、そ。 の本ｱﾄﾞ変わったって書いたじゃないですか???
それでお知らせできた時はｻﾌﾞﾄﾞﾒｲﾝが「orange」だったんですよ。

あたしずっと食べ物のｵﾚﾝｼﾞだと思ってたんですね。(笑
で、その時のｱﾄﾞがｲﾔだったので

更に本ｱﾄﾞを変えようと思ってﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰのHPに行ったんですよ。

そしたらｻﾌﾞﾄﾞﾒｲﾝが変えられるんですよ

で、いくつか候補があって見てたら「green」とか「blue」とかあって。

そう、「orange」って色のｵﾚﾝｼﾞだったんです

まぁ、結局「green」に変えたんですけど （笑

当然の結果です

でもちょっと「orange」も可愛かったかなぁと思ってます。

で、いらないｱﾄﾞを解約してやっと落ち着きました。

まぁ、不便な時もありますが

これでこのﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ１０００円以内なんですよ

ヽ(●´ ｀●)ノﾊﾞﾝｻﾞｲ。快適ﾊﾟｿｺﾝﾗｲﾌ。



(↑ﾋﾁｮﾙ。なんかこうゆう姿って萌えませんか???
あたしこの画像すっごい好きなんですよ

(↑更にﾋﾁｮﾙ。なんか服装は違うんだけど異常に

ﾋﾁｮﾙのこうゆう画像多いんだよね。(笑
なんかｱﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ見た時はﾋﾁｮﾙ黒髪の短髪だったんだけど

あたしは髪長めの方が好き

あ。右ひざの腫れてたやつ治りました



まだ少し腫れてるんですけど

痛くはないです。ヾ（´∀｀*）ﾉｼﾉｼﾉｼ

結局原因不明です

あ。ちなみに忠義に至ってはﾛﾝｹﾞﾁｬﾝだろうが短髪だろうが

あたしはどっちも好きです

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにどんな髪型の大倉忠義でも好きなんです

なんでだろ???
他の人だと結構こだわりとかあるんだけど

忠義に至っては全然こだわりとかないんだよね。

不思議。

あたし忠義の髪型でこれはｲﾔって思ったことが１度もないんだよね。

これよりこっちの方がいいって思ったこともないし。(笑
どんだけ好きなんだよ って話ですよね。（笑

なんかある意味不気味です。(笑
まさに溺愛ですよねぇ

あ。今日まだｼﾞｮﾝもｶﾞｲﾄﾞも買ってないや

なんかｼﾞｮﾝの表紙の亮ﾁｬﾝの髪型がもっそい気になるんですけど

あれは何???
CHANGE???(笑
明日買ってこよ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.28 Wed ｷﾑﾋﾁｮﾙｼﾘｰｽﾞ&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

何気、時々ﾋﾁｮﾙのことを聞かれるので

久々にﾋﾁｮﾙの映像をUPします

ﾋﾁｮﾙは韓国のsuper junior（ｼｭｼﾞｭ）っていうｸﾞﾙｰﾌﾟのﾒﾝﾊﾞｰで

名前はｷﾑﾋﾁｮﾙと言います。

ｼｭｼﾞｭはﾒﾝﾊﾞｰが１３人居てﾓﾃﾞﾙや俳優さんや司会や歌やﾀﾞﾝｽなど

幅広く活躍しています。

ﾋﾁｮﾙは日本のﾋﾞｼﾞｭｱﾙ系が大好きで

雅とも交流があります。

そんなﾋﾁｮﾙに出会ったのが２年ぐらい前で。

まぁ、韓国語は全くうまくなりませんが

ﾋﾁｮﾙは大好きです♡

（↑BOAﾁｬﾝの曲でﾉﾘﾉﾘに踊るﾋﾁｮﾙ。

（↑この映像大好き

(↑やっぱりﾋﾁｮﾙはﾛﾝｹﾞﾁｬﾝの方が好き

（↑ﾔｯﾊﾞｲ。ﾋﾁｮﾙｶｯｺｲｲ!!!!



（↑わりと最近のﾋﾁｮﾙ。

（↑その辺の女子より全然綺麗なﾋﾁｮﾙ。

えぇ。今回はﾋﾁｮﾙのことを少しでも知って欲しくて

ﾋﾁｮﾙｼﾘｰｽﾞにしました。

感想とかいただけると嬉しいです

JUGEMテーマ：韓流♪

http://jugem.jp/theme/c80/1999/




2008.05.28 Wed ｲｹﾒｿﾊﾝﾀｰ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにﾋﾁｮﾙの映像載せたんで

良かったら見てください。

（↑これ何ﾌﾞﾛｸﾞ???

なんかこの間、相方の空（＠章大）と話してて

あたしって相当ﾐｰﾊｰだという結果に至りまして。(笑
自分では忠義ONLYのつもりなのですが

なんかいろんな人にﾊﾏってる時期があって。(笑
しかもﾏﾆｱｯｸって言われます。(笑
至ってﾉｰﾏﾙなつもりなんですが。（笑

河相我聞さんとかも大好きなのですが

空に我聞さん情報にくわしすぎるって言われたんですよ。(笑
だってML登録してますもん (笑
って言ったら空さん、爆笑ですよ

ひ、ひどい。

本人は至って普通なんですけどねぇ。(笑
そんな時々ﾏｲﾌﾞｰﾑがいろいろやってくるまひるたそですが

本気で大好きなのは大倉忠義さんだけです

ﾏｼﾞで。ﾏｼﾞで。

ｱﾆｿﾝとかもﾊﾏってる時ありますからね。

最近のｱﾆｿﾝﾏｲﾌﾞｰﾑは

ｳﾞｧﾝﾊﾟｲｱ騎士の主題歌とｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ曲ですけど (爆笑

今、 の着うたとかｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾃｰﾏの「still doll」ですもん。

うわ。誰も知らねぇー みたいな。

あと、ｲｹﾒｿには弱いのでD-BOYSとかも大好きです。（笑

（↑結構本域。

最近好きなのはごくせんの神谷くん役の三浦翔平くんとか仮面ﾗｲﾀﾞｰｷﾊﾞの

瀬戸康史くんとか。（笑



あ。あと桐山漣くんも好きだし、ｱﾆ（塚本高史さん）とか小泉孝太郎さんとか。（笑

もうこのｲｹﾒｿ好きも重症だよね。

なんかすぐﾁｪｷﾗっちゃうもん。

そんな空だって徹平ﾁｬﾝとか杉浦太陽さんとか好きじゃんよー。

あ。ﾊﾞﾗしちゃった。

でもでもその中でも大倉忠義さんが常にﾄｯﾌﾟに君臨するんですよ。

それはそれである意味すごいと思いませんか???(笑
とまとめに入りましたけど何か???

こんなまひるたそのｲｹﾒｿ魂を揺さぶるｲｹﾒｿを

誰か紹介してください。

(↑結構本域。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.30 Fri ８１８ﾊﾟﾝﾂ集会。

大倉担まひるですけどもー。

いつもﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰの料金、ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞで払ってるんだけど

今日もﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞで払ってきたのね。

BUT、新しいIDの方に反映されてないー!!!!
古いIDの方には反映されてるのね。

これって宙ぶらりんってやつですか???
だって今までみたくﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞで払えるって書いてあったもん。もん。もん。もん。

つーか今日が給料日だというのに

激しく貧乏なんですけど

支払い関係多すぎ!!!!
も今月２万円いってたし

６月は８１８のｸﾞｯｽﾞもあるしなぁ。

なんせおﾊﾟﾝﾂも頼みましたからねぇ

ただﾁｮﾝとｵｿﾛのﾊﾟﾝﾂ (笑
とは言ってみたものの全国何十万人の人とｵｿﾛのﾊﾟﾝﾂですけど （ｷｬﾊｷｬﾊ

８１８ﾊﾟﾝﾂ集会とか開いちゃったりして。

あのﾊﾟﾝﾂを持ってる人は履いて集会強制参加!!!!
もちろんｴｲﾄﾒﾝも強制参加!!!!!
ただﾁｮﾝのﾊﾟﾝﾂｺﾚｸｼｮﾝにもあのﾊﾟﾝﾂが加入したのかぁ。(笑
うっきゃんきゃん。(ﾉ∀｀)

つーか昨日、今日と寒くないですか???
ﾎｯﾄｶｰﾍﾟｯﾄを外せる時はいつになるんでしょう。

もうすぐ６月だというのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ



そうそう、昨日はすっごい疲れててほぼ１日爆睡してました

起きたのだって夕方５時ぐらいだったし。

それからお風呂入ってご飯食べてﾗｽﾌﾚまでまた寝て

ﾗｽﾌﾚ見てまたすぐ寝て。(笑
ﾀﾞﾒだねー

最近休みの日に起きていられない

仕事の日も最近２４時ぐらいにはﾍﾞｯﾄﾞの中だし。

まぁ、実際眠れるのは１時とか２時なんだけどね。

でも最近朝まで眠れないってことが滅多にない。

眠れる眠れないは別として常に眠いもん。

で、また中途半端に早い時間に目が覚めるんだよね

朝６時頃。

早番の時って今、水曜日しかないんだけど

その時はなぜか６時には起きれないんだよね。

で、遅番の時に限って早く目が覚めて

支度するには早すぎるしと思ってるうちに眠くなって

２度寝とかしてるとｷﾞﾘｷﾞﾘの時間に目が覚めて焦るってゆーね

今日は仕事人のDVDの発売日でした

うちにも無事に届いてました

（↑まだ開けてないってゆーね。

いつものオチですよ

つーかすでに眠いんですけどぉー

なんで巷の人達は朝ちゃんと起きれるんでしょう。



あたし、もっそいぁゃ ぃですもん。(笑
でもあたしも今日６時ぐらいから起きてるんですけど

ﾏｼﾞで今日、仕事行けないかと思った。

眠すぎて。

まぁ、仕事行けばなんとかなるんですけどね。（笑

（↑お気に入りのﾈｲﾙ。

１番右のﾔﾂはｵﾚﾝｼﾞでﾗﾒ入り。これﾎﾞﾄﾙも花柄で可愛いんだけど

うまく伝わらなくてｺﾞﾒﾝなさい。

真ん中がREVLONの赤。この色がﾍﾞｽﾄ。

左がｼｬﾈﾙの赤。基本的にﾈｲﾙはﾋﾞﾋﾞｯﾄな色しか塗らないです。

ﾏｼﾞｮﾏｼﾞｮのﾈｲﾙ欲しいなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.05.31 Sat 君と僕とこの星と

大倉担まひるですけどもー。

最近ﾏﾏﾝの作ってくれるｷｳｨとﾊﾞﾅﾅにﾖｰｸﾞﾙﾄとﾊﾁﾐﾂかけたやつに

もっそいﾊﾏってるまひるです

ﾏｼﾞ簡単だからみんなも作ってみて

あたしあんまりﾖｰｸﾞﾙﾄって食べないんだけど

それだとすっごい食べれる

ﾏﾏﾝは とか焼いたりはしないんだけど

そうゆうお手軽ﾃﾞｻﾞｰﾄはよく作ってくれるんだよね。

ﾐﾙｸﾌﾟﾘﾝとか。

ﾏｼﾞﾏﾏﾝの作ってくれるﾐﾙｸﾌﾟﾘﾝはﾁｮｰうまい

野菜ｼﾞｭｰｽとかﾊﾞﾅﾅｼﾞｭｰｽとかもﾐｷｻｰに

かけてくれるし。

明日、法事で仕事休みとったので

帰ってきてから部屋を片付けようと思って。

今、隣のおじいちゃんの部屋に祭壇が出来てるから

民ﾁｬﾝが使ってたﾍﾞｯﾄﾞとかﾃｰﾌﾞﾙとかが

あたしの部屋に置いてあって部屋が片付かないんだよね。

明日おじいちゃんの部屋使えるようにするらしいから

あたしの部屋も片付くかと

あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

何気にもうすぐecoweekだよ

もう半分ぐらい映らない時点で気分はどんよりなんですけど

もうだから田舎はｲﾔｰｰｰｰｰ!!!!
ﾎﾝﾄだから日ﾃﾚとＴＢＳは勘弁なんですけど

KAT-TUNには非常に優しい山梨県ですけども

ﾗｼﾞｵも聴けるし もほぼ見れる。



もうｴｲﾄなんて２回も山梨来てて貢献してるのに。

ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)
しかも明日法事がなかったら

翌週仕事休んだのになぁ。

もちろんｴｺ番組の番協目的です

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! 

だってもう生ただﾁｬﾝなんて４ヶ月ぐらい見てないよ

新しい髪形を生で見たかった!!!!!
でも結構見てないのに···

もう本気でBSを考える乙女。

せめてｼﾞｬﾆ勉が見れてたら···｡

有難いことに少ｸﾗは見れるんですが

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! 

明日、少ｸﾗ、たぶんﾘｱで見れるかと

うっきゃんきゃん(ﾉ∀｀)

今日、山梨では今からﾗｲｱｰｹﾞｰﾑの最終回３時間SPが見れるんですけど

ちょっと見ようかと思ってる明日朝早いはずのあてくし

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝtｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。



JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.01 Sun すばﾁｬﾝにきゅーん&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

今朝４時ぐらいまでﾗｲｱｰｹﾞｰﾑの最終回見てて

それから寝て８時に起きて

１０時前にお寺について無事おじいちゃんの４９日を

済ませました。

で、１５時に帰ってきてそれからおじいちゃんの祭壇片付けて

自分の部屋片付けて

やっとエイトの今年のｶﾚﾝﾀﾞｰ飾りました

の奥に貼ったので に隠れて下３分の１見えてないですけど

雑誌片付けてたら懐かしのBiDaN５冊まとめ買いがあった。(ﾉ∀｀)
もちろん忠義が表紙のやつですけどね

早く終ったら本屋に行って博貴表紙のBiDaN買おうと思ってたんだけど

ﾁﾝﾀﾗやってたら１９時ぐらいまでかかっちゃった

の明細とか確認して破って捨ててたから。

で、ご飯食べてお風呂入って今です。

あぁ。長い１日だったけど有意義な１日でしたね。

今日は早く寝て明日仕事頑張って

明後日はまたお休み。（笑

明後日は仕事人見よう〜

KAT-TUNのｱﾙﾊﾞﾑも発売になるし

あ。今日部屋の片付けしててまだ少ｸﾗ見てないんだよね

まだﾚﾎﾟも読んでないし

何もやってなーい

明日とりあえず仕事行く前にｽﾞｰﾑｲﾝだけ見ようー

あと録画出来るのっておもいっきりとﾘｱﾙﾀｲﾑだけだもん。

HDD空けなくちゃ。



もっそい毎日ｷﾞﾘｷﾞﾘなんですけど

もうｶﾞｼｶﾞｼ消しちゃおうかなぁ

明日のHEY3も滝つｹﾞｽﾄにヒナﾁｬﾝVTR出演するらしいし。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

あ。なんか実はｴｲﾄのｶﾚﾝﾀﾞｰまだ５月になってるんだけど

もっそいすばﾁｬﾝが女の子の手を繋いで歩いてるの可愛い♡

なんか今回のｶﾚﾝﾀﾞｰ写真はたくさんないけど

すごくいい写真が使われててあたしは好きだなぁ。

あたしすばﾁｬﾝのこうゆうの好き

あたし時々すばﾁｬﾝにすごくｷｭｰﾝ ってなる時があるんだけど

それってこうゆう感じ。（笑

じゃ、HDD空けてきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.02 Mon 大倉忠義の重み。

大倉担まひるですけどもー。

なかなか眠れなくて

なんかくらりある 終っちゃったら

寂しくて

前はほぼ毎日忠義の様子を知ることが出来たのになぁ。

今、忠義はこんなことやってるんだ???
とか今忠義はこんなこと思ってるんだ???
とか新たな発見もあったりしてやっぱりくらりある のあった日々は

幸せでした

また近々連載やってくれるといいなぁ。

一応ってゆーか当然ながら今回も感想送ったんですけど

お返事ﾒｰﾙは今回は絶対届けて欲しい。

前回もっそいいい加減だったから。(←根に持ってる人

お友達のご好意でﾒｰﾙは送ってもらえたんですけど

やっぱり凹みましたよ

ｼﾞｬﾆWebさんよろしくお願いします。

ﾅﾓﾅﾓ。



(↑こんな感じの机周りです

ほぼ が占拠してますけど

おじいちゃんが使ってたこれより一回り大きい机もあるんですが

このぐらいでいいのかなぁと。

ﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞはﾍﾟﾝﾀﾌﾞです。

なので本物の忠義のﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞは今は使ってないです。

の壁紙はこんな感じです。

結構頻繁に変えてて東方神起だったり忠義だったり

亮ﾁｬﾝだったりエイトだったりします。

ﾍﾟﾝﾀﾌﾞは愛用してますね。

これ結構助かってます

ﾍﾟﾝﾀﾌﾞとﾃﾞｼﾞｶﾒは手放せませんね。

あぁ。今日Webでｴｲﾄのﾗｲﾌﾞﾌｫﾄの販売は始まったんですけど

ｸﾞｯｽﾞの販売がまだですよねぇ

ｸﾞｯｽﾞ買いたくて仕方がないのに

ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)
早くｸﾞｯｽﾞ販売してくださーい

そろそろ眠くなってきたので寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽﾎﾞﾁﾎﾞﾁやりたいなって思ってます。

溜めすぎだろ。( ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ!!

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/




2008.06.08 Sun ﾌﾞﾛｸﾞ３周年。

大倉担まひるですけどもー。

お久しぶりぶり〜。

放置ﾌﾟﾚｲすみません

知ってる方もいらっしゃるかと思いますが

まひるたそ入院してました

この時期になると毎年のように起こしてる

消化不良です

体力的に弱ってるんでしょうね。(笑
月曜日からとにかく吐き気と下痢がひどくて

３日ぐらい眠れなかったもん。

お腹が痛すぎて寝返りもうてなかったし

昨日から点滴じゃなくてお粥食べてるんですけど

ﾏｼﾞ味のするものが食べたい。

あ。それで今日退院したんですけど

後２〜３日は自宅療養になります。

まぁ、 に向かえて 見れるようになるまでにはなったんで

良かったんですけど。

昨日までﾎﾝﾄ寝ても起きても具合悪かったんで。（笑

で、帰ってきてとりあえずﾍﾞｯﾄﾞに横になってｴｺ見ようと思ったら

やってなかった。（ﾁｰﾝ

なんか山梨は朝方と昼過ぎにやるらしくて。

そんなわけで をやることに。

あ。そうそう今日でこのﾌﾞﾛｸﾞ３周年になるんですよ

あたしがﾌﾞﾛｸﾞ始めた頃ってJUGEMさんが定員いっぱいで

仕方なくﾔﾌﾟﾛｸﾞさんで始めたのがﾌﾞﾛｸﾞ始めたきっかけで

それでこっちのﾌﾞﾛｸﾞ始めたのはJUGEMさんでまた会員募集し始めたから

始めたってわけ。

最初はこっちの方がｻﾌﾞﾌﾞﾛｸﾞだったんだけど



JUGEMさん、文字数結構書けるから

いつの間にか本命ﾌﾞﾛｸﾞになってた。

なんかいろいろあったなぁ。

忠義のことや自分のあり方に悩んだりもした。

でも結局あたしは今でも忠義が好きだし、

自分のあり方はまだまだ悩むこと多いけどね。

でもあたしはﾌﾞﾛｸﾞ書くことが好きだし、

これからも出来るだけ続けていきたいと思う。

４年目も頑張りますのでよろしくお願いします。

あ。ｴｺ番組、山梨でも再開しました

忠義かばえぇー

新しい髪形はまだ見てないけど

そうそう、また今年もﾎﾞﾙﾋﾞｯｸの１ℓのﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙを買うと

ｱﾌﾘｶの貧しい人達への10ℓのお水になるそうなので

みんな１ℓのﾍﾟｯﾄを買おうね

詳しくはこちら。

一端終ります。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

http://www.volvic.co.jp/1Lfor10L/top.html
http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.08 Sun 「Touch!　eco」

大倉担まひるですけどもー。

ｴｺ番組見てました。

無事に忠義もｺﾞｰﾙして涙いっぱい溢れてきて

忠義ﾎﾝﾄに頑張ったんだなぁって。

なんか久々に忠義のｶﾜｲｺﾁｬﾝｷｬﾗを見ました

あたしはやっぱり忠義が好きだって

改めて思ったし。

そしてｴｲﾄが好きだって思った。

国分さんとか平原さんのﾛｹとかも涙でいっぱいになって

あたし、ﾎﾝﾄこうゆうのに弱いの。

なんか自分に出来ることってあるんだろうか。

って何度も何度も考えたし。

無理する必要とかって全然ないと思うんだよね。

自分で出来るちょっとしたｴｺを続けることの方が

大事なんだって思った。

勉強になりました。

少しの電力を作り出すのは大変なことだって

改めてわかったし。

「fuka-fuka love the Earth」もすごく好き

聴いてて涙出てきて。

今日なんてﾎﾝﾄ泣きっぱなしだよ。

忠義の髪型も可愛かったし

なんか耳にかけてるのが異常に萌えりゅ

１８０ｷﾛもﾊﾞｲｸで走るのってすごく大変だよね

あたしも１０ｷﾛぐらいしか走ったことないもん

忠義、ﾎﾝﾄにお疲れ様でした。

ｴｲﾄﾒﾝもみのさんも今日１日頑張ったみなさんもﾎﾝﾄに

お疲れ様でした。



すごくたくさんのことを学んだし、

もっともっと知らなくちゃならないこと

たくさんあるんだなぁって思いました。

ありがとうございました。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.10 Tue 忠義ﾄﾞﾗﾏおめでとう。

大倉担まひるですけどもー。

うぅ。やっと言える。

ずっと言いたくて仕方なかったんだよね。

大倉忠義ﾄﾞﾗﾏｹﾃｰｲおめでとう!!!!

「ﾔｽｺとｹﾝｼﾞ」

７月１２日（土）日テレ

２１時〜
TOKIOの松岡くん主演でﾋﾛｲﾝ役に広末涼子さん。

忠義は広末さんの弟役だそうです

他にもあたしの好きな多部ﾁｬﾝが出るみたい。

ﾄﾞﾗﾏに出ることは知ってたんだけど

何のﾄﾞﾗﾏかもわからなかったし、

そんな曖昧な情報で書いてもなぁと思ってたので

今日まで引っ張ってきました。(笑

あぁ。また忠義の雑誌ﾗｯｼｭですね。(笑
まだどんなﾄﾞﾗﾏかわからないのでﾄﾞﾁﾄﾞﾁです

でも気心知れた松岡くんも一緒だし、

楽しい現場になるんじゃないかと思います。

ﾂｱｰとﾄﾞﾗﾏの同時進行になるけど頑張って欲しいと思います。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.10 Tue 思い出だけではつらすぎる。

大倉担まひるですけどもー。

ふむふむ。

忠義がﾄﾞﾗﾏ決定してすごく嬉しいです。

なんかまた毎週忠義が見れるようになるんだなぁって思うと

笑顔が止まらない。

（↑ﾆﾔｹが止まらないの間違いね

でも日ﾃﾚとかTBSだと番宣番組が山梨では映らないから

それがSHOCK MEなんだよなぁ

でもでも絶対見るからね

仕事だけど···

あぁ。なんで土曜日の日ﾃﾚ枠なんだろう。

あ。なんか漫画が原作なんだってね。

ちょっと話の設定読んだけどよくわからなかった。(笑

それにしても毎日暇なんですけど

なんか一応仕事休んでる身だから外出もそうそうできないし

（↑と言いつつTSU○YAに行って 借りてきますた

３誌とVERYも買ってきた

嵐と宇多田ﾋｶﾙと柴咲ｺｳの３枚を借りてきたのね。

もっと借りたいものたくさんあったんだけど

厳選してこの３枚ね

で、 に帰ってきたらCD-Rが１枚足りなかったってｵﾁね

まぁ、いいや。

にｽﾄｯｸさせておけば。

また返しに行く時買ってこよ

そ、そしてついにJUMPの 買っちゃった

だってﾚﾝﾀﾙしようと思ったら限定盤しかなくて



通常盤なかったんだもん

それで結局買ってもうた

うっきゃんきゃん(ﾉ∀｀)
JUMPﾃﾞﾋﾞｭｰです

なんか昨日ﾔﾌﾄﾋﾟにﾌﾞﾛｶﾞｰについての記事が載ってたんで

読んだんですよ。

改めてﾌﾞﾛｶﾞｰが世間に与える影響力って大きいんだなぁって

思いました。

あたしもこれでもﾌﾞﾛｶﾞｰの１人ですからね。

やっぱり書く文章には責任持ちたいと思います。

前はﾎﾝﾄ特に意識してなかったんですけど

１番そうゆうのが質悪いんですよね。

何気なく書いた一言で読み手を不快にさせたりとか

よくないと思いますね。

あ。そういえば「歌姫」が何か賞を取ったんですよね。

なんていう賞かは入院中に見たので

ﾒﾓり損ねましたけど

でもちゃんと授賞式もあって長瀬くんと相武紗季ﾁｬﾝが出席したそうです。

曖昧ですみません

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.10 Tue 泣きたくって楽しくって

何気に本日３回目の登場大倉担まひるですけどもー。

を返しに行った時、中古ﾋﾞﾃﾞｵのｺｰﾅｰを覗いてたら

「ｺｽﾚｽ」と「気狂いﾋﾟｴﾛ」のﾋﾞﾃﾞｵが１００円で売っていて

思わず購入

まぁ、映り悪くても１００円だしね。

実はｺｽﾚｽ（ｶﾐの映画で「ｺｽﾐｯｸﾚｽｷｭｰ」）まだ見たことなかったんだよね

剛つん大好きなくせに!!!!
剛つんが付き合ってくれって言ってくれたら

忠義さんちょっと見捨てるかも。(爆笑

忠義、ご、ごめん

あ。でも剛つんのﾋﾟﾝﾁの時と忠義のﾋﾟﾝﾁの時だったら

忠義のﾋﾟﾝﾁを救いに行くけどね。(笑
あと中古で「Kingdom」（くーﾁｬﾝのｱﾙﾊﾞﾑ）と上戸彩ﾁｬﾝのﾘﾐｯｸｽｱﾙﾊﾞﾑ買った。

全部で１２００円。

安いでしょー???
今、音飛びがないか確認中。

（↑ちなみにこれね。

音飛びﾅｯｼﾝｸﾞｩ〜。



（↑庭の紫陽花。まひるの部屋からはﾌﾞﾙｰの紫陽花が見えます。

（↑最近買った

KAT-TUNのｱﾙﾊﾞﾑ２種類とsuper juniorのｱｼﾞｱﾂｱｰのﾗｲﾌﾞCD。

なんかMCも入ってるんだけどちょっとだけ日本語でも話してるの

でも日本語で話してるの聞くの初めてじゃないんだよね。

東方神起が出てる番組にちょっと映ってたことがあって

その時、日本語で話してたから。

すごいよね。

で、今、「fuka-fuka Love The Earth」を見てた。

（↑そこだけ録画した人

なんかほとんど忠義の顔映ってないけど

でも歌声が聴けるから好き

曲も大好きだし

あたし忠義の歌声すごく好き。

めっちゃ萌え 萌え すりゅ。



なんか３誌の中で上半身脱いでるやつがあるんだけど

忠義、軽くﾒﾀﾎﾞってる···｡(笑
だ、大丈夫ですか???
忠義さん!!!!!
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ﾎﾝﾄにちょっとなんだけどね。

気にならないけど気になるみたいな。(笑
でもあたしは忠義が美味しくご飯食べてる姿見れる方が好きだから

ﾒﾀﾎﾞでも全然いいんだけどね。

だって忠義、ﾎﾝﾄに美味しそうに物食べるもん。

かばえぇ♡(ﾉ∀｀)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.11 Wed ﾊﾞｶﾁﾝに愛の手を。

大倉担まひるですけどもー。

今日はいつもの通院で久々に診察受けてきた。

ﾎﾝﾄは先週行くはずだったんだけど

結局別の に入院してて行けなかったから。

薬はだいたい１週間余分にあるように通院してたから

良かったけどね。

しかも水曜日ってｶﾞﾝ混みのはずなのに

３０分ぐらい待って終った。

人も珍しく３人しか待っていなかったし。

あたしってついてるんだかついてないんだか。

昨日、なかなか寝付けなくて

結局「ありえへん」見たんだけど

なんか印象に残ってるのがヒナﾁｬﾝの「ﾏｼﾞでぇ〜???」(笑
いつものやつです。（笑

そのぐらい面白くないんです。

でも最後にやった のｳｲﾙｽのやつは興味津々だった。(笑
なんか最近のｳｲﾙｽって手が込んでて怖いですね。

あたしももちろん対策ｿﾌﾄは入れてるんですけど

でもあんな幽霊みたいな女の人の顔が出てきたら卒倒しますわ。

ﾎﾝﾄ は必需品なんで気をつけたいと思います。

あたし、手ﾌｪﾁなんですけど

二の腕から指先までのﾌｫﾙﾑが綺麗な人が好きなんですね。

腕で萌えるのはヒナﾁｬﾝ

あの無駄な贅肉とかなくてちょっとｺﾞﾂｺﾞﾂしてて

血管が綺麗に出るでしょ???
ちょっと見てるとﾔﾍﾞｪ って思う。（笑



あ。でも忠義の二の腕も好き

たくましくて見てると鼻血出そうになる。（笑

基本的に爪の伸びてる人は嫌い。

なんか不潔っぽくて。

綺麗に短く切ってる人が好き。

女の人でも綺麗にﾈｲﾙしてる人は好きだけど

魔女みたく爪がなってる人は苦手。

そんな爪で仕事できるかぁー!!!!って思っちゃう。(笑
まぁ、自分がそんな爪出来ないことの嫉妬半分かな。（笑

そりゃ、爪伸ばしてお嬢様みたいな生活送りたいよー。(笑
なんか仕事もしなくてもよくて毎日買い物やｴｽﾃに

行ったりしてさぁ。

でもあたし絶対飽きちゃうと思うんだよね。

なんか自分の働いたお金でやりくりするからこそ

お金の有り難味がわかるし、

仕事に対する目標なんかも出来て

ｲﾔなことも楽しいこともあるんだなぁって改めて思うのです。

と現在休職中のあたし。

説得力ねぇー

いやいや、金曜日から仕事復帰します寄って煮

もう２週間近くも仕事休むと退屈で

なんか亮ﾁｬﾝの仕事が休みだと不安になるって気持ち

もっそいわかる気がする。

なんか土曜日ぐらいまでﾏｼﾞ死にかかってたから

そんなこと考える余裕なかったけど

退院して今日で３日でしょ???
さすがに退屈です

今日、職場の先輩から きて

元気になったって言ったら明後日から頼むよって言われて

俄然ﾊﾘｷﾘ隊に。（単純

やっぱ仕事好きー

あ。今日Y&Jの会費振り込んできた。

何気に会員なのにほとんど活用してないってゆーね

だってたぶん去年の山梨公演以来使ってないですもん

来年は頑張って忠義に会いに行こう。



今年はﾎﾞﾁﾎﾞﾁで。(笑
とりあえず長野が当たれ〜。〜(^Д^〜)

なんか昨日kansai walker見てたら

忠義の茶髪ﾊﾞｰｼﾞｮﾝが載ってて萌え ってなった。

うっきゃんきゃん(ﾉ∀｀)
ただﾁｬﾝかわゆす

あぁ。しかも今回ﾄﾞﾗﾏ、ｲｹﾒﾝ高校生役だし。(ﾉ∀｀)
初の高校生役ですよ

うっきゃんきゃん(ﾉ∀｀)
ただﾁｬﾝの制服姿が毎週見れるかと思うとｳﾊｳﾊ

つーか昨日のｽﾞｰﾑｲﾝ見逃した

ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)
ｴｰﾝ。ｴｰﾝ。

誰かご親切な方いらっしゃったらﾀﾞﾋﾞお願いします。

あたし起きてるのにWS見る習慣がないからいつも見逃すんだよね。

。゜(゜´Д｀゜)゜。

そんなﾊﾞｶﾁﾝに愛の手を。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2008.06.12 Thu いつもあなたの支えでいたい。

大倉担まひるですけどもー。

休みも残すとこ今日１日かと思うと

あれもしとけばよかったとか

そんなことばかり考えています。

まぁ、結局自宅療養なので

出来ることって限られるんですけどね。

まぁ、たっぷり養生して明日から仕事頑張ります!!!!

あ。あたし別の名前でﾌﾞﾛｸﾞ始めました。

たぶん見ればすぐあたしだって分かると思います。

もし発見したら気軽に声かけてくださいね

つーか今日眠くて

何気に頭ﾎﾟｹｰっとしてますだ。

ﾗｽﾌﾚ、先週見てないから今週は絶対見たいんだけど

起きてる自信がない

さっきからあくびが止まらないもん。

あたし、今すっごい油断してるから「ﾀﾞｲﾀﾞﾏﾝＺ」とか普通に

忘れそうですけど

あとその前の週のすべらない話の観覧席にヨコすばだっけ???
ヨコすばであってる???
なんか結構前にその話聞いたから結構曖昧。

あ。ヨコすばであってるみたい。

感想聞かれたら嬉しいなぁ。

まだまだ今月は楽しみだね。

あ。でもそろそろ新曲かｱﾙﾊﾞﾑの発売して欲しいなぁって



思うんだけどなぁ。

もう前回のｱﾙﾊﾞﾑ発売から１年過ぎたことだし。

でも忠義ﾄﾞﾗﾏあるし、ﾂｱｰも始まるし、

難しいのかなぁ???
ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)
あたし、もし長野がﾊｽﾞﾚても忠義のﾄﾞﾗﾏ見て夏越せそうです

（↑ＴＨＥ単純

何気にﾀﾞｲﾀﾞﾏﾝＺとか見ててわちゃわちゃしてたら

ﾄﾞﾗﾏ始まるんだよなぁ。

ｳﾊ

むっちゃ楽しみ

（↑で、本日のおやつ。

ゆずｾﾞﾘｰでーし

梅ｾﾞﾘｰか迷って結局ゆずにした。

そうそう、ごくせんの熊井ﾗｰﾒﾝのｶｯﾌﾟ麺が で売ってるって聞いて

買いに行こうと思ってたんだけど

あんまりｶｯﾌﾟ麺って食べないからついつい忘れちゃうんだよね

でもたまに食べるｶｯﾌﾟ麺ってすごく美味しく感じる

あ。眠気がとんだ。

ﾗｽﾌﾚ見れそうです

久々にﾚｺﾒﾝも聴こうかなぁ。

来週ｴｲﾄﾒﾝがｹﾞｽﾄなんでしょ???
どうしようかなぁ。



ﾈﾄﾗｼﾞ聞けるようにしようかなぁ。

はぁ。まだご飯食べてないあてくしです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.13 Fri 愛されたかっただけなのに。

大倉担まひるですけどもー。

今日のﾗｽﾌﾚの終り方がもう切なくて。

ただみちるﾁｬﾝのことを誰よりも愛していて

みちるﾁｬﾝに愛されたくて。

でも歪んだ愛だった。

今までのｿｰｽｹのしてきたことは許されることじゃないけど

でも身の引き方があまりにも切ないよ。

もうずっと涙が止まらなくて

気持ち切り替えなくちゃって思って

ﾚｺﾒﾝ聞いてました。

でもやっぱり気持ちはﾗｽﾌﾚ。

亮ﾁｬﾝってやっぱすごいなぁって思いました。

結局DV演じきったもんね。

なんかあたしは大倉担だから錦戸担の気持ちってわからないんだけど

錦戸担はこのﾄﾞﾗﾏをどんな想いで見てるんだろうか???
｡·ﾟ·(ﾉД`)ヽ(ﾟДﾟ )ﾖﾁﾖﾁ
ｿｰｽｹを抱きしめたい。

そうそう、お友達のﾌﾞﾛｸﾞで知ったんですけど

ﾌﾞﾛｸﾞﾊﾟｰﾂで「ｸﾞﾘﾑｽ」ってやつがあるんですけど

ﾌﾞﾛｸﾞを書くたびに苗木が成長していって

大きくなったら本物の植樹がしてもらえるという

ｴｺ活動なんです。

ﾌﾞﾛｸﾞの左下にまひるの苗木が貼ってあるので

見てくださいねー

そしてぜひ参加してください。

これもあたし達に出来ることのひとつだと思ってます。

前からﾁｰﾑﾏｲﾅｽ６％にも参加していて

ｴｺにはちょこちょこと参加してるのですが



やっぱりｴｲﾄの力が大きいですね。

ますます興味を持ちました。

ｴｲﾄヽ(´ー｀)ノﾏﾝｾｰ。

今、ﾋﾟｱｽﾎｰﾙ５個埋めてる最中なんですけど

なかなかこれが完全に埋まらないんですよねぇ。

早く新しい穴開けたいのに。

でもあたしすぐ膿んじゃうんですよね

それで穴が切れて結局全部塞ぐことにしたんですけど

なんか今日のﾚﾝｼﾞｬｰの忠義の浮かれﾎﾟﾝﾁな文章が

可愛くて溜まりません (ﾉ∀｀)
ﾎﾝﾄ忠義ってTOKIOさんとの絡み多いですよね。

頼れる先輩とお仕事一緒なのは嬉しいことですね

よっ!!!!ｲｹﾒﾝ高校生!!!!
どんなｲｹﾒﾝぶりを見せてくれるか楽しみですね

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.13 Fri ﾃﾝｼｮﾝ最悪。

大倉担まひるですけどもー。

（↑SHOCKのﾌｫﾄｱﾙﾊﾞﾑ。

やっと今日届きました

仕事から帰ってきたら届いてて

早速忠義の写真を入れました

やっぱりかわゆすですなぁ

（↑叔母ﾁｬﾝから海外のお土産。

可愛いんだけどたぶんこれ子供用。(笑
だって紐がめっちゃ短いんだもん。（笑



なんかなぁ。

今日ﾃﾝｼｮﾝ低いんだよね

お風呂入ってこよ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.15 Sun 当たった&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

今日、休憩の間にWebのｸﾞｯｽﾞ注文しました

何度も何度もｴﾗｰになりながら。（笑

とりあえずﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝは２本。（笑

使うやつと保存用で。

ﾍﾟﾝﾗｲﾄももちろん買って

可愛いとは思うんだけどやっかし星型のﾚｲﾝﾎﾞｰに

光るやつが１番好き

もうﾊﾟﾝﾌとか早く見たいし、

ﾎﾟｽﾀｰも早く見たいし、

この日をどれだけ楽しみにしてたんだろう。

早く届かないかなぁ

あ。長野公演当たりました〜

相方の空（＠章大）が当ててくれました。

もともと夏は行く予定がなくそれが当たったら行く。

ﾊｽﾞﾚてたら行かないって決めてたので

当たって良かったです

空と約１年ぶりにｴｲﾄｺﾝ一緒に行きます。

もう今から楽しみ〜

ﾍ(ﾟ∀ﾟﾍ)ﾍ(ﾟ∀ﾟﾍ)ﾍ(ﾟ∀ﾟﾍ)ﾎﾟｰ!!

つーかｴｲﾄｺﾝ１年ぶりってどうよ???
どんだけ行ってないんですか???
SHOCKから生ただﾁｬﾝ見るの半年ぶりなんですけど

それってどうよ???



あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。
でも嬉しい〜

なんか会わなかったら会わないでどうにかなるって

思ってたけどそうでもなかったみたい。(笑
やっぱりあたしは忠義に会える時間が１番幸せ。

夏まで目標も出来たことだし

仕事頑張るぞぉー

なんか今日、もう疲れちゃってて

の前に座るのもやっとなんですけど

一昨日も昨日もそんな感じで結局足が痛くてなかなか寝付けなかったし。

ｴｸﾞｴｸﾞ(;∀;)
さすがに２週間近く寝たきりの後の仕事ってきついよね???

あぁぁぁぁぁぁぁあ。
でもTV JAPANの「ﾔｽｺとｹﾝｼﾞ」の相関図のただﾁｬﾝの写真が妙にｴﾛくて

やばかったっす!!!! (ﾉ∀｀)
何???何???あの色気は何???
どこから溢れてくるんでつか???
ﾏﾏﾀﾝに図書ｶｰﾄﾞもらったから無駄にTV JAPAN買ってもうた (ﾉ∀｀)
で、帰りにあたしは今までどれだけこうやって小さい記事の

雑誌を買ってきたんだろうってつぶやいてみた。

だってだって大好きなんだもん

うっきゃんきゃん(ﾉ∀｀)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。



ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

めんぼくねぇ

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.16 Mon 恋愛対象にしか見れない。

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ変えたんだけど

前回とほとんど変わってないです

まひるたその中で子供がﾏｲﾌﾞｰﾑなんですもん

相変わらずなかなか寝付けず一端ﾍﾞｯﾄﾞの中に入ったものの

結局また の前です。

なんか疲れも取れたみたいですし

なのでまたちょこっとﾌﾞﾛｸﾞ書きます。

そうそう、 にSECOMをつけました。

朝、ﾏﾏﾝにｾｷﾘﾃｨｰｶｰﾄﾞを渡されて「これで開くから 」って。

えぇ???それだけでつか???
開け方とか教えてくれないのん???
とりあえず急いでいたので使い方教わってません

大丈夫か???あたし。

なんかまだ体が完璧じゃないみたいで

食べると胃がﾑｶﾑｶするんだよね

今もちょっとﾑｶﾑｶしててあたしは無事か???
なんかこれ以上仕事休めないし、

また苦しい思いをするのがイヤなのでしばらく食事制限したいと思います。

確かに胃が小さくなってはいるみたいなんだけどね。

１週間点滴生活だったし。

ついでにﾀﾞｲｴｯﾄしちゃえばいいじゃなーい



昨日、TOKIOのﾗｼﾞｵ聴き忘れたぁー

忠義とヒナﾁｬﾝだったのにー

気づいた時は２２時４０分でした。

すっかりごくせん見てたよ

来週もあるから忘れないようにしなくちゃ

来週はﾚｺﾒｰﾝにｴｲﾄﾒﾝ出るし、最近わりと頻繁に出るようになったよね???
忠義もﾄﾞﾗﾏｸﾗﾝｸｲﾝしたみたいだし

(*´д｀*)ﾊｧﾊｧ
あたしが仕事に勤しんでる頃、忠義もｲｹﾒﾝ高校生を演じてるのね。

ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ｱｧﾊｱｱｧｧ━━*´Д
｀*━━ｱｧﾝ!!

ﾀﾊﾞｲ。想像だけでｲｯﾃQなんだけど

あぁ。ﾏｼﾞﾔﾊﾞｲ。

なんかしかもこれって原作の漫画の方だと純にはﾁｯｽｼｰﾝがあるとか。

あたし耐えられるか心配なんですけども

ちょっと見てみたい気もするけど

でもあたし当分立ち直れない気がするのね

ヽ(;´Д`)ノ
(*´д`*)ｱﾊｧ。
ただﾁｬﾝがあたしの目の前であたし以外の人とﾁｯｽするなんて

無理!!!!!

いや、あたしの知らないところで満載にしてるんだろうけど



あたしﾀﾞﾒだ。

忠義を恋愛対象にしか見れない

（↑重症

なんかもっと大人になりたいよー。

もっと客観的に見れるようになりたいよー。

ｴｸﾞｴｸﾞ(;∀;)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.16 Mon 意外性が売りなんです&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

ﾏｼﾞ足腰ﾊﾟﾝﾊﾟﾝ

しんどいなり

あ。ｸﾞﾘﾑｽに枝が出来ました

早く大きくなぁれ

なんか案外早く成長してて楽しみです

もっと成長遅いのかとｵﾓﾀよ。

つーかあたし、忠義が恋愛対象以外に見えないって

重症だよね。（笑

かんなり痛いよね???
忠義なんてあたしの存在すら知らないとゆーのに。

あたしだけﾃﾝｿﾝ駄々上がりなんですけど

だってだってすっごい可愛い(○´艸`)♡んだもん

あんなに可愛いのにかっこよくてそれでいてｾｸｼｰで

あたしの理想の不思議ﾁｬﾝｷｬﾗをかもしだしつつ

で、ﾄﾞﾗﾏｰってゆーね。

今、あたしの理想にもっとも近い人。

なんかあんなに男前なのに美味しいものに弱いﾒﾀﾎﾞﾁｬﾝってゆーとこも

完璧主義じゃなくて好き

あたし松潤とかｶｯｺｲｲと思うんだけど

なんか完璧主義っぽくて疲れちゃいそうだもん。

忠義なら素のあたしが見せられるってゆーか。

でもあたし結構意外と乙女ﾁｬﾝなんだけど

引かないかなぁ。(笑
すっごい好きな人には尽くすﾀｲﾌﾟなんです (笑
これが結構意外って言われるんだよね。(笑



たぶんあたしに会ったことある人なら知ってると思うけど

もっそいﾏﾀｰﾘした空気が流れてるのね。

これも結構意外性なんだけど。

すっごいあたしってﾃｷﾊﾟｷしゃべりそうじゃん???
違うんだよねぇ。

あたし意外性が売りですから

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.20 Fri ﾚｺﾒﾝ欠席多数(;∀;)

大倉担まひるですけどもー。

今日は、東京で研修があって朝から東京に行ってました。

で、帰りにｼﾞｬﾆｼｮに行って忠義の写真を買ってきました。

予算の都合で集合写真は買えなかったものの

だいたいは買ってきました

SHOCKの授賞式の忠義の写真がもっそいいい!!!!
なんかちょっとふわっとした感じの髪型で

めっちゃｶｯｺｲｲ!!!!
で、ﾚｺﾒﾝを楽しみにしてたんですが今日はヨコとやっすんだけと言うことを

知り若干凹みました

忠義の生声久々に聞けると思ったのに。

でもやっすんとヨコ、めちゃくちゃ面白くて

めっちゃ笑いました。

なんか明日のｽﾎﾟｰﾂ誌も気になりますよね???
すばるもヒナﾁｬﾝも大阪にいたみたいなんで

大阪で何かあるんでしょうかねぇ。

なんか最初はｴｲﾄ事かなぁって思ったんですけど

なんかヨコが関係ない俺がみたいな感じで言ってたんで

すばるとヒナﾁｬﾝ事なんでしょうか???
あたしは最初いよいよ博貴がｴｲﾄ復活か???
って思ったんですけどそれも違うみたいですし。

謎。謎。謎。

未定　弐って噂もありますよね???
もう今日寝ないで朝一で新聞買いに行こうかと思ったんですけど

もちろん明日も仕事です

さすがに今日の疲れが残ってます

あ。ここでお知らせ。

ｴｲﾄの鹿児島公演の が余ってます。



友達の友達の なんですけど

ﾄﾞﾀとか一切ないんでご希望の方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

なんか今日はﾎﾝﾄ疲れた

明日遅番にしてもらったからいいけど

起きれるかなぁ。

もう体ｶﾞﾀｶﾞﾀなんですけど

もう寝不足で頭も痛くて

でも忠義の写真でｳﾊｳﾊ ですわ。

あぁ。でもやっぱりヒナﾁｬﾝ面白いですよねぇ。

ﾚｺﾒﾝでヨコが電話した時の反応がもっそい面白い

あたしヒナﾁｬﾝの話術すごく好きです

すごく頭の回転速いしヒナﾁｬﾝとヨコに関してはさすがだなぁって思います。

あ。ちなみにちょっとﾌﾞﾛｸﾞ放置したのは

単に眠かっただけです

昨日なんて２２時にはたぶん寝てたと思います。

追加の薬も飲まなかったぐらいなので相当眠かったんだと思います。

ほな寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.20 Fri 「ありがとう、オカン」

おはようございます。

早速新聞買ってきました

１０月のﾌｼﾞ系ﾄﾞﾗﾏ

「ありがとう。オカン」（仮題）

関西ﾃﾚﾋﾞ開局５０周年記念作

地元を舞台にヒナﾁｬﾝ、すばﾁｬﾝW主演。

関西ﾃﾚﾋﾞさんが昭和５８年から番組などで扱ってきた里親

制度が題材

里子を養育する大阪の下町家庭を舞台に

大竹しのぶふんするオカンの華子と子供達が実の親子以上に

愛情と絆を築いてく姿を描く。

というものでした。

ヒナﾁｬﾝ、すばる、おめでとう!!!!

とりあえずこれだけUPします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.22 Sun 気持ちが沈む。

大倉担まひるですけどもー。

最近多忙な生活を送ってるまひるです。

昨日も疲れ果てて早めに寝る始末。

今日も一端ﾍﾞｯﾄﾞの中に入ったもののﾌﾞﾛｸﾞは書かないとと

思って起きて参りました

（↑最近ﾊﾏってる

分島花音さん。

ﾁｪﾛを弾きながら歌うというなかなか興味津々な感じ。

しかも作曲がﾏﾘｽﾐｾﾞﾙの人だった。(笑
なんかそんな感じ。

ｺﾞｽﾛﾘ好きな人にはたまんねぇなぁの１枚。

月曜日の深夜１時からやってるｱﾆﾒ「ｳﾞｧﾝﾊﾟｲｱ騎士」のｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ曲。

あたしすっごいﾁｪﾛとか大好きで。

しかも女の人でﾁｪﾛ弾きながら歌うってかっこよくないですか???
なんかﾀｲﾄﾙ思い出せないんだけど

昔、光一くんと中谷美紀さんのﾄﾞﾗﾏでなかったっけ???
光一くんが中谷さんにﾁｪﾛを教えるﾄﾞﾗﾏ。

あれ好きだったなぁ。



なんかこの間、ｼﾞｬﾆｼｮに行った時、ﾊﾗｽﾞｸのﾄｲﾚで

甘ﾛﾘﾁｬﾝな人が一生懸命ﾒｲｸしてるの横目で見てました。

いやぁ、久々に見たね。

ﾛﾘｰﾀ。

山梨にはまずいないもん。

あたしは完璧ｺﾞｽﾛﾘ派なんですけど

専門学校の時、森英恵さんのﾚｰｽ展とか観にいったんですけど

異常に興味津々なあてくしなのでした。

あぁ。お腹空いたなぁ

この腹減り具合は大倉忠義級ですよ

なんか胃が小さくなってあんまり一気に食べれなくなった分

ﾏﾒにお腹が空きます

忠義のようにご飯お腹いっぱい食べた後に

すぐ寝言で「お腹空いたぁ〜 」って

言っちゃいそうなぐらいお腹空いてます。

なんかひとつ気になることがあって

職場でFくんっていうﾊﾞｲﾄの子がいるんですけど

お店が２１時で終わるのでみんな片付けとかﾚｼﾞ締めとかやってるんですけど

彼だけなぜか２１時になると「じゃ、お疲れ様でしたー。」って

先に帰るんです。

あたしは２１時４０分まで仕事してんじゃー!!!!
なんか他に社員さんがいない状況なので

あたしが注意するしかないんですけど

えぇぇぇぇぇぇぇえ!!!!!
何様〜!!!!
今ひとつ好きになれません

彼は普段早番専門なので早番とかはﾚｼﾞ締めとか片付けなく

帰れるのでその延長線だと思ってるらしく

かなり腹立たしいです

明日他の社員さんに注意してもらおー。



あ。それにしてもヒナﾁｬﾝとすばﾁｬﾝのW主演のﾄﾞﾗﾏ楽しみですね

もう今からすでに泣かせる要素たっぷりじゃないでつか。

確か新聞にﾌｼﾞ系って書いてあった気がするので

ﾌｼﾞ系の映る方は見れるかと。

なんか結局エイト全員揃った戦争ﾄﾞﾗﾏお蔵入りしちゃいましたね

見たかったなぁ

せっかく全国放送お願いしますの署名活動もしたのになぁ

なんかせっかく８人で１つの形に残るものを作ったのにね。

博貴も芸能界に戻ってきたことだし、放送して欲しいなぁ。

明日も仕事だ。

早く寝ようー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

只今多忙なためｺﾒﾚｽお休みさせていただいてます。

ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。

ちゃんとｺﾒﾝﾄには目を通してますので

まひるたそのﾊﾟﾜｰの源のｺﾒﾝﾄ大歓迎です

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2008.06.22 Sun ｲﾄｩｸｵｯﾊﾟに萌えるあたし&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

３日ぐらい前に「SUPER JUNIOR HAPPY」（super juniorの別ﾕﾆｯﾄ）の が

届いていたんだけど忙しくて箱も開けずにいて

さっき開けたらﾀﾊﾞｲ!!!!!
ｲﾄｩｸｵｯﾊﾟがめっちゃ可愛い(○´艸`)の
やっぱｲﾄｩｸはいかつい感じより可愛い感じの方が似合う



↑これは結構前のｲﾄｩｸだけど

今は髪茶色くて上で結んでるんだけど

それがもう可愛い♡の!!!!!
死んだう♡

で。ﾎﾟｽﾀｰもついてて写真撮ろうと思ったんだけど

全然あたしのﾃｸじゃｲﾄｩｸの可愛さが伝わらないのよ

↑更にｲﾄｩｸ。

あとね、ｳﾆｮｸも好きなんだけどﾌﾞｯｸﾚｯﾄの写真がめっちゃ可愛いの♡

（↑で、ｲﾄｩｸね。

（↑これがSUPER JUNIOR-Tで女子役がﾋﾁｮﾙで相手役がｲﾄｩｸ。

これは日本でいう演歌みたいなｼﾞｬﾝﾙの曲とゆーか

ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ的にはｴｲﾄみたいな感じなんだって。

あたしはこの曲好きなんだけど♡



PVがめっちゃ面白いし。

太めなのがｼﾝﾄﾞﾝって言うんだけど

HAPPYにも参加してて結構いい味出してるんだよね。(笑
あたしは好きです♡

通りすがりさん＞＞

そうです。そうです。

ﾊﾙﾓﾆｱです

あれ大坂くんが出ててすっごい好きだったんですよねぇ。

大坂くん見たさに試写会行きました!!!!
どんだけ〜???
なんかたぶん録画してあったと思うんですけど

もうどこにしまったかも忘れました

ありがとうございます。

あたしの光一くん萌えのﾄﾞﾗﾏでもありました。

JUGEMテーマ：韓流♪

http://jugem.jp/theme/c80/1999/


2008.06.24 Tue 眼鏡男子&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

疲れがどっと出て結局今日起きたの１８時。

１１時半に１度目が覚めたんだけど

あまりにもﾀﾞﾙくて２度寝。

で、１５時に目が覚めたんだけど相変わらずしんどくて

また寝ました。(笑
で、１８時に起きてお洗濯して 見てます。

あ。LのDVDが届きました

（↑あたしの持ってるﾃﾞｽﾉｼﾘｰｽﾞ。

次の休みにでも見ようかなぁって思ってます

ﾎﾝﾄはﾃﾞｽﾉのｱﾆﾒｼﾘｰｽﾞのDVDも欲しいんだよねぇ。

でもそんな余裕は全くないでござるよ

やっぱりﾚﾝﾀﾙしてこよー

で、で。まだご飯食べてないんですけど

ただﾁｮﾝならﾌﾟﾁｷﾞﾚしてそうな状況です （笑

あたし考えたら寝てたから今日まだご飯食べてなくて。(笑
そんなのただﾁｮﾝならご機嫌斜めですよ



あたしは今はお腹空いたってよりも眠いんですけどね。(笑
完璧寝すぎで頭ぽけら〜ってしてます。

ﾀﾊﾞｲ!!!!!
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ヨコのｿﾛｺﾝ第２弾のﾎﾟｽﾀｰとｻｲﾝ入りﾌｫﾄ買ったんだけど

ﾎﾟｽﾀｰがぁー!!!!!
あたしの好きな眼鏡男子なんですよ

ﾀﾊﾞｲ♡

死んだう♡

めっちゃｶｯｺｲｲ♡

横山さんはねぇ、最近あたしの中で忠義の次に好きな人なんだって!!!!
あぁ。でも錦戸さんも好きなんですけど

いや、でもやっかし横山さんかなぁ。

だってﾎﾝﾄ痩せるとめっちゃﾋﾞｽﾞいいでしょ???
すごく面倒見もいいし。

ヨコヒナ揃ったら無敵だし。

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! 
（↑重症

今年も「夏祭り　にっぽんの歌」に出ますね

何歌うんだろ???
なんかそろそろ新曲とかｱﾙﾊﾞﾑとか欲しいなぁ。

そんな余裕ないかもだけど。

ｴｸﾞｴｸﾞ(;∀;)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。



現在多忙のためｺﾒﾚｽお休みしてます。

ご迷惑おかけいたしております。

BUTまひるたその元気の素のｺﾒﾝﾄたくさんお待ちしています♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.25 Wed 大倉忠義に悩殺&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

今日はやっとCOOL TRANSを買ってきました

ただﾁｬﾝが表紙です

めっちゃｶｯｺｲｲ!!!!!
ただﾁｬﾝ、また久々にﾋﾟｱｽ復活です

前も一時期復活してたけどすぐにやめちゃって

で、今回で久々復活です

表紙のちょっとくしゅくしゅと巻いた髪も似合ってます

あたしの一押しは０４９ﾍﾟｰｼﾞのいかにもﾓﾃﾞﾙ風のたちょです♡

すっごい顎のﾗｲﾝとかもｼｬｰﾌﾟでｳｴｽﾄ周りもすっきりしてて

忠義痩せたなぁってすっごいよくわかる。

萌え♡

ﾌﾟﾗﾀﾞのﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸと格闘中の忠義に萌え♡

前髪斜めで耳にかけてるのも新鮮でかわゆすだし♡

ﾀﾊﾞｰｲ♡

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!!♡

そんなわけで必殺の４冊買いです

つなびぃ参照。

で、８１８のｸﾞｯｽﾞが届きました



（↑ﾊﾟﾝﾌとﾊﾟﾝﾂとﾚｯｸﾞｳｫｰﾏｰです♡

めっちゃﾊﾟﾝﾌが可愛いの。(ﾉ∀｀)
章大っぺーぇ。（笑

また後でじっくり見たいと思います。

えぇ???それだけですか???

今日はもうCOOL TRANS!!!!
あぅあぅ。

なんであんなに忠義ってｶｯｺｲｲの???
罪だよね???

つーみー。（笑

あぁ。もうｼﾞｬﾆｰｽﾞヽ(●´ ｀●)ノﾊﾞﾝｻﾞｲ。

あたし、ｼﾞｬﾆｦﾀで幸せです♡

（↑最大に痛い人

でも昨日、ありえへんのｱｷﾊﾞのｦﾀ芸見て

ｼﾞｬﾆｦﾀも普通の人から見たらあぁ見えるのかなぁ???
と思ったら不安に思えてきた。(笑
しかもあたしｱｷﾊﾞ大好きだし。

そんなあたし吹き出してみた。（笑

/皿・)/皿・)/皿・)/皿・)/皿・)/皿・)/皿・)/皿・)/ ﾃｨｰｽ
いやいや、あそこまで激しくないよね???(笑
考えれば考えるほどおかしい。(笑



(*´д｀*)ﾊｧﾊｧ

で。で。ただﾁｮﾝが同世代の方の活躍を見ると、自分も頑張らなきゃとは思います。

って言ってたー

あたし、全然ただﾁｮﾝの前で活躍してないですけど

お仕事もっと頑張ろうって思えた。

ﾌｧﾝの方やﾒﾝﾊﾞｰの存在は大きいですねって言ってたー

うれすぃーすぃーすぃー。
（↑単純

０５１ﾍﾟｰｼﾞの自然なﾎﾟｰｽﾞがまたｶｯｺﾖｽなただﾁｮﾝ

ﾀﾊﾞｲ♡

死んだう♡

うっすらと浮き出た血管がｽﾃﾁ♡

ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ｱｧﾊｱｱｧｧ━━*´Д
｀*━━ｱｧﾝ!!

あぁ。

モ(ﾟ∀ﾟ)━ウ( ﾟ∀)━( 　゜)━(　　)━(｀ 　)━ダ(Д｀ )━メ(´Д｀)
━ポ(;´Д｀)━━━!!!

忠義に悩殺された♡

( ﾟДﾟ) )´Д｀)ﾌﾟﾆｮｯ 
何しても男前は男前なんだなぁ♡



たらよち、だいすち♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.28 Sat ﾗｽﾄﾌﾚﾝｽﾞ。

大倉担まひるですけどもー。

女の子の日になってﾀﾞｳﾝしてました

なんか毎月のことながら

ﾎﾝﾄ重症でｲﾔになります

あ。「ﾔｽｺとｹﾝｼﾞ」買ってきた

ちょっと読んだんだけど面白い。

特にｹﾝｼﾞが。(笑
純くんとかもそうだけど今回のﾄﾞﾗﾏの配役が

ﾎﾝﾄぴったりなの

純くんとかﾓﾛにたちょっぽいし。

ﾔｽｺも多部ﾁｬﾝっぽいし、ｹﾝｼﾞも松岡くんっぽい。

まぁ、たちょは女子に興味ありすぎるぐらいありますけど （笑

ﾄﾞﾗﾏが始まるの楽しみだなぁ

あたし、木曜日もﾗｽﾌﾚ見てたんだけど

何度見ても亮ﾁｬﾝのDVなｼｰﾝとか見ると寒気がするの。

鳥肌ﾊﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞｰって立って吐き気がするんだよね。

それと亮ﾁｬﾝが死んでるとこもﾀﾞﾒ。



涙が止まらないし。

嗚咽ってゆーか。

重症でしょ???
でもきっとDVD-BOX買うんだよね。（笑

きっと見ないけど。(笑
とりあえずまだ最終回を見てないのですっきりしないし。

あたしﾄﾞﾗﾏを見て嗚咽するのって

「人間失格」以来だよ。

あのﾄﾞﾗﾏも寒気がすっごいして

吐くぐらい泣いた。

普段そんなにならないんだけど

やっぱ亮ﾁｬﾝとかｷﾝｷの２人とか感情移入しちゃってるんだろうね。

もっそい気持ちが落ちるから出来たら

見たくないとゆーか。(笑
なんかｿｰｽｹがﾙｶに覆いかぶさってるとこを見ると

死にそうになる

ｿｰｽｹがこんなに周りを傷つける前に

ﾐﾁﾙの気持ちに気づいていればってそう思う。

でもきっとｿｰｽｹは孤独で寂しい人だったんだろうね。

じゃ、今からごくせん最終回見ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2008.06.29 Sun ご満悦&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

終った後簡単なﾐｰﾃｨﾝｸﾞがあって

帰ってきたのが２３時半です。

お腹空いたー

そ、そ。この間、LのDVD見たのねー

もう可愛いし、ｶｯｺｲｲし、L最高〜

たぶんね、ﾃﾞｽﾉの頭脳派なだけのLを期待してると

ちょっと違うかなぁ〜って思うと思うんだよね。

でもあたし的にはこのLもありかなって思うんだよね。

もう、もう松ｹﾝかわゆす

すっごいたくさんLが見れて満足

ますます松山ｹﾝｲﾁとゆう俳優さんが大好きになりました

でね、ﾀﾞｲﾀﾞﾏﾝも見たんですよ

なんかめっちゃ笑った。

忠義的には出番めっちゃ少なかったんだけど

もうめちゃくちゃ面白いの。

横山さんのしゃくれてる第二弾ですわ

あたし前回の「その時横山はしゃくれていた」のﾅﾚｰｼｮﾝがもっそい好きだったから

今回も笑わせてもらった。

ヨコの忠義への突っ込みもｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ だったし、

出番少ないながらにまた忠義が最高なんですわ

あたしは好きです。そのｷｬﾗ。

そんなわけで明日ﾃﾚ朝さんに感想ﾒｰﾙを送りたいと思います

なんか忠義のｷﾞｬｯﾌﾟにやられる。(笑
あんなに男前なのになぁ。(笑
亮ﾁｬﾝの眼鏡壊された時のﾘｱｸｼｮﾝ最高



なんでｴｲﾄってあんなに面白いんだろうなぁ。

で、最後に「BJ」。

あたし、BJ大好きなんです!!!!!
ちょっと泣けたもん

で、「ﾔｽｹﾝ」（ﾔｽｺとｹﾝｼﾞ）を読み終わりました。

（↑あたしは暇児か???
めっちゃ面白かったんだけど

終り方があれ???もう終わり???
って感じだったからﾄﾞﾗﾏは白黒つけた終り方して欲しいなぁって。

あ。でもﾔｽｺと純ﾁｬﾏはお付き合いなさるんですけど

ちょっと漫画ながらに

純ﾁｬﾏｰｰｰｰｰｰｰ!!!!!(;∀;)

って動揺してしまった。(笑
もう純ﾁｬﾏが忠義にしか見えなくて。

あ。でも昨日のごくせん後にやったﾔｽｹﾝの予告は

確か純ﾁｬﾏ倒れてませんでした???
たぶん殴られた系。

純ﾁｬﾏｰｰｰｰｰｰｰｰｰ!!!!!(;∀;)

魔王の番宣の量について行けず···｡（ﾁｰﾝ

斗真たそが···｡(;∀;)
暇児、福原はﾁｭｰﾎﾞｰですよを昨日はご観覧。

ご満悦♡



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.06.30 Mon 自分磨き。

大倉担まひるですけどもー。

なんか から去年や一昨年その前の年の記事を読んでて

あたし結構深いところまで考えてるんだなぁって

我ながら関心してしまった。(笑
最近そうゆうことってほとんどなくなってしまって

あたしの売りでもあっただけに

残念な最近のあたしの記事!!!!と思って。

相変わらず音楽は幅広く聴いていて

気になるｱｰﾃｨｽﾄとかいるとすぐ 探したりして

聴いてる。

なんか自分の興味あることが増えることはあたしは

すごく楽しくていいことだと思ってます。

それだけ自分の枠が広がることだと思うし。

自分の枠が広がったらそれだけ物の見方もいろいろ変わってくるだろうし、

今まで狭い世の中でしか見れなかったものが

もっと広い世界で見れる。

忠義のことも含めて。

だからもっともっと映画観たりﾄﾞﾗﾏ見たり本読んだり

時間があればやりたいことはたくさんある。

義務感とかじゃなくてなんか多趣味ってやっぱ楽しいしね。

それでいろんなものを見てきた目、感じてきた心で

忠義のこと見たらきっと前より見方が変わってくると思うし、

忠義の良い部分悪い部分含めて見つけていきたいなって思う。

それは自分のためでも忠義のためでもあるんだよね。

忠義には直接伝えることは出来ないけど

でも少しでもあたしの気持ちが忠義に届いたらいいなって思う。

なんか世間から疎くなったらあたし的には終わりかなって

思うんだよね。



最先端とまではいかなくてもいいの。

ただ、忠義のためになることのために力を発揮できたらいいの。

いろいろ探求するのはすごく楽しい。

これはあたしの生まれもっての性格なんだけどね。(笑
それであたしはあたしで学んできたことを

次忠義見た時に感じることが出来たらいいなって思う。

お芝居の部分でももっとこうした方がいいとか

こうゆうのもありなんじゃない???
とかここがすごく良かったとかたくさんの言葉が

溢れてくるようになりたいんだよね。

自分の内面的な部分でもきっと磨かれる部分ってあると思うし。

あたし自身、今ﾌﾞﾛｸﾞに忙しくてｺﾒﾚｽとか出来てないんだけど

でもすごくみんなの気持ちってあたしの励みでもあるし

ｺﾒﾚｽもしてないのにｺﾒﾝﾄくれたりして有難いなぁって思ってます。

そうゆう感謝の気持ちはやっぱ忘れたくないし、

時間見つけて少しづつでもｺﾒﾚｽ出来たらいいなぁって思ってます。

みんな、ﾎﾝﾄにありがとう。

やっぱり毎日忙しい生活に追われていると

段々余裕ってなくなってくるのね。

でももっと人に優しくありたいなぁって思うし、

人に暖かく接したいなぁってやっぱ思ったりする。

自分が傷ついたりすると余計にそう思う。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2008.06.30 Mon 重症。

大倉担まひるですけどもー。

ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰへのお金の支払い方がわかりまてん

ｸﾚｼﾞｯﾄとか振込みならわかるんだけど

今までどおりﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞで支払いをしたいのね。

とりあえず来月分は足りてるからいいんだけど。

ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰに聞いてみよ。

そ。そ。来月、待望の子犬がくるんだよねー

最近生まれたってﾌﾞﾘｰﾀﾞｰさんから あって。

なんかﾏﾏﾝが２匹飼いたいってﾃﾝｿﾝ駄々上がりで。(笑
あぁ。もう楽しみだなぁ。

今度は間違いのないように大切に育てたいなぁって

思ってます。

今度はﾌﾞﾘｰﾀﾞｰさんに名前つけてもらうんだって。

どんな名前つけてくれるんだろう。

可愛いのがいいな。

（↑ﾏｲｴｺﾊﾞｯｸとﾏｲ箸。

両方共わざわざ買ったものではなくて



ﾊﾟﾝについてるｼｰﾙを集めてもらったもの。

ちなみにｴｺﾊﾞｯｸはﾘｻとｶﾞｽﾊﾟｰﾙ。箸はﾐｯﾌｨﾁｬﾝ。

最近ずっと持ち歩いてる。

もうね、最近、ﾔｽｹﾝ病。（笑

４巻の純ﾁｬﾏがﾔｽｺにﾁｭｳするとこばっか見て

死に掛かってる

重症でしょー???
一瞬のﾎﾝﾄにﾁｭって感じなんだけど

純ﾁｬﾏｰｰｰｰｰｰ!!!!!(;∀;)

ってなるの。(笑
どうやらあたしは忠義がﾁｭｳするかどうか気になって

仕方がないようです

死んだう

なんかあたしは冷静にﾄﾞﾗﾏが見れるんでしょうか???
たぶんね、ﾁｭｳした瞬間１０ﾒｰﾄﾙぐらい後ずさりすると思うよ。（笑

（↑なぜに???
いや、条件反射

あたしは誰よりもおこちゃまのようです

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
もういい加減落ち着けっつーの

ﾁｯｽ済みの担当を持つｼﾞｬﾆｦﾀさん、あたしによきｱﾄﾞﾊﾞｲｽを。(;∀;)
あぁ。また４巻見てはぅーんってなった

（↑重症

純ﾁｬﾏｰｰｰｰｰｰ!!!!!(;∀;)
（↑昨日と同じ展開 (笑
あたしﾄﾞﾗﾏ見ながらずっとこんな感じなのかなぁ???(笑
心臓に悪いよ。

おおきゅらきゅん。(;∀;)



NEWS推薦

青春の味！からあげｸﾝ国民推薦!!
ﾊﾟﾌﾊﾟﾌﾄﾞﾝﾄﾞﾝ。（笑

NEWSが各自推薦するｲﾝﾀﾋﾞｭｰを読んでどれが食べたいか

投票するというもの。

でもみんながﾎﾝﾄに食べたいからあげｸﾝを調査するため

誰が何味を推薦してるかは内緒。

味は

ﾊﾆｰﾏｽﾀｰﾄﾞ味

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ味

ﾚﾓﾝ味

梅味

ｴﾋﾞﾁﾘ味

ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ味

投票するともれなくNEWSの壁紙がDLできますだ♡

DLはﾊﾟｿのみ。

参加はこちら

ちなみに期間は７月１日〜８月３１日まで。

ﾚｯﾂﾁｬﾚﾝｼﾞ!!!!!

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://ldj.jp
http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2008.07.01 Tue もうすぐﾂｱｰ。

大倉担まひるですけどもー。

２週間ぶりの です。

薬もらうだけなのですがそれでも往復２時間はかかります

結構２時間あったらいろいろ出来ますよね。

うーん。待ってる間、本でも読もうかなぁ。

でもあたしすっごいせっかちくんなんですよ

だから本屋で立ち読みも出来ない人で。

だから 以外のところで本読むのって案外苦手で。

でもとりあえず本買って行こうー

あ。今日 の帰りにﾌｧﾐﾏに寄って忠義の写真入れるｱﾙﾊﾞﾑ買ったのね。

で、店出た時に「あ。花男ﾌｪｱやってるんだっけ???」って思って

店の中に戻ろうとしたんだけど

結局店の外の垂れ幕見て終った。(ﾁｰﾝ
花沢類がぁｰｰｰｰｰｰｰｰ!!!!!
でも忠義の写真をやっとｱﾙﾊﾞﾑにしまえてご満悦♡

これで汚さずにｶﾞﾝ見出来る

あんまりってゆーかほとんどｼﾞｬﾆｼｮで忠義の写真買ってないけど

それでも７冊ぐらい。

ｷｬﾋﾞﾈ版の写真もあわせたらｱﾙﾊﾞﾑ１０冊ぐらい。

あたし山梨に引っ越してきてからｼﾞｬﾆｼｮの写真買わないって

決めたんだよね。(笑
なぜならｦﾀ卒した時、ﾎﾝﾄ困るから。(笑
なんかｱﾙﾊﾞﾑ２〜３冊ならいいよ。

相葉担の時からあわせたら２５冊以上だもん。

相葉ﾁｬﾝはﾎﾝﾄ初期の初期から持ってるのね。

嵐ﾃﾞﾋﾞｭｰしてしばらくまで。

で、その後も担当変わってもｼﾞｬﾆｼｮで自担の写真買ってて。

仁ﾁｬﾝも初期の初期から持ってる。



途中までだけど。

で、今、大倉担なんですが過去の産物がたんまり。(笑
なんかﾎﾝﾄに好きだったから人に譲りたくもないのね。(笑
だから買わないのが１番だと決めたんですけどねぇ。

これでも４７ﾂｱｰの集合写真買ってないから少ない方なんだけどね。

なんかそういや、夏のﾂｱｰもｸﾘｱﾌｧｲﾙが第３弾まであるとか。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
結局Webでそろえないと無理???
あたし、長野しか行かないし。

なんかもう７月だからもうすぐ夏ｺﾝ始まるんだよねぇ。

あたしはまだ２ヶ月近く先の話だから

全然実感ないけどｸﾞｯｽﾞをﾁｪｯｸしてるともう始まるんだなぁって。

周りはﾄﾞｰﾑの席がどことか言ってる人多いし。

今回も毎週忠義のﾄﾞﾗﾏ見てる間にあっという間に長野に

なっちゃうんだろうなぁって。

もう空（＠章大）と長野の名産って何???
ってすでに話してます。

美味しいもの食べたいなぁ。

あ。今日、ﾔｽｹﾝの製作発表が行われたそうです。

明日のWSはﾁｪｯｸﾁｪｯｸ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.07.02 Wed 大ﾀｯﾁ会。

大倉担まひるですけどもー。

あまりにも最近HDDがたくさん録画出来てるので

前の方が消えてるっぽいんだよなぁ

でも怖くて確認出来ない

とりあえず「おせん」と「ごくせん」はDVDに落としました。

で、相変わらずﾗｽﾌﾚ最終回を見てないまひるたそなのでした

しかも今日のWSも見てないし、TV誌もまだ買ってないよー

忠義が表紙のやつとかあるのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

そうそう、来週、ｼｭｼﾞｭ（super junior）が来日するのですが

来日公演の翌日にｲﾍﾞﾝﾄがあるんですねぇ

な、なんとｼｭｼﾞｭのﾒﾝﾊﾞｰと名刺交換と大ﾀｯﾁ会が行われるのです!!!!!
行きてぇｰｰｰｰｰｰｰ!!!!!
つーか名刺交換会の意味がわからん。(笑
仕事休み取れたら行きたいんだけど名刺作るのがめんどっちぃ。（笑

だって後１週間しかないんだよ。

やっぱｲﾝﾊﾟｸﾄある名刺作りたいけど韓国語がわからない。(;∀;)
とりあえず韓国語は文明を駆使して作りたいのですが

はぁ、休めるかもわからないし、

１週間後にはｲﾍﾞﾝﾄだし、ﾃﾝﾊﾟってきたよ

なんかせっかくｲﾍﾞﾝﾄ参加券ｹﾞﾄったしなぁ。

(*´д｀*)ﾊｧﾊｧ
生ﾋﾁｮﾙと生ｲﾄｩｸが見れるなんて!!!!!
しかもﾀｯﾁ出来るなんて行かなきゃ絶対後悔しそう。

普通にあたしの仕事用の名刺渡すのもｲﾔだしなぁ。（笑

なんか名刺作るのなんて１０年ぶりぐらいだよ。



１０年前はｦﾀ同士で名刺交換普通にあったからね。

今考えたら何???って感じだよね。

あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

ﾃﾝﾊﾟる。

モ(ﾟ∀ﾟ)━ウ( ﾟ∀)━( 　゜)━(　　)━(｀ 　)━ダ(Д｀ )━メ(´Д｀)
━ポ(;´Д｀)━━━!!!

休みくれ。

とりあえず明日名刺作るだけ作ろう。

死んだう♡

そんなわけでしつれいいたします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：韓流♪

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c80/1999/


2008.07.03 Thu あなたがいるから頑張れること。

大倉担まひるですけどもー。

食わず嫌いを見て山久の嫌いなもの

一発でわかりましたよー。

なんか山久ってｳｿがつけないってゆーか。

めっちゃわかりやすいです。(笑

最近、昼夜逆転してて夜なかなか眠れないんですよ。

で、薬多めに飲んで無理やり寝るんですけど

それやると朝起きるのが非常につらいです

夕方ぐらいまで薬が効いてて眠いんですよね。

かと言って夜になるとｼｬｷっと目が覚めて眠れないんです

もうここ１週間ぐらいそんな感じです

かなりしんどいです。(;∀;)
救いは明日遅番ってことですかねぇ。

それでも結構しんどいんですけどね

まだｼｭｼﾞｭのｲﾍﾞﾝﾄ行けるかわかってないんですけど

めっちゃﾃﾝｿﾝ上がりまくりです

そうそう、７月１日がｲﾄｩｸの２５歳の誕生日だったんですけど

な、なんとｲﾍﾞﾝﾄ日がﾋﾁｮﾙの誕生日前日なんですねぇ。

もうｲﾄｩｸもﾋﾁｮﾙも２５歳には見えないんですよねぇ。

めっちゃ可愛い♡(ﾉ∀｀)んですもん♡

なんかWebのﾔｽｹﾝの製作発表の記事読みました。

めちゃくちゃ面白かったです

忠義のｲｹﾒﾝ高校生ぶりがよっぽど照れるようで

そんな忠義も可愛く思えます。(ﾉ∀｀)



ｲﾒｰｼﾞとしては山田太郎物語って感じですかねぇ。

いよいよ来週なんですね。

ちょっと純ﾁｬﾏｰｰｰｰｰｰ(;∀;)病も治まりましたし。

でも始まったら始まったで

椿純くんにやられる日々を送ることでしょう。

今日のﾚｺﾒﾝ、山田が急遽ｹﾞｽﾄって聞いたんですけどﾏｼﾞっすか???
相変わらずﾈﾄﾗｼﾞの設定をしていないﾀﾞﾒ人間です

もうすぐ聴けるんですけどあたしは撃沈しそうです

眠いわけじゃないんですけど寝る時間かなぁって。（笑

もう今日は早く寝るために夕飯も食べずに

薬飲んだんですけどちゃんと眠れるんでしょうか???

ｺｰﾄﾞﾌﾞﾙｰ見たんですけど

まだ面白さがわかりません

あたし元々医療系って苦手で。

ｺﾄｰぐらいしか見てないんですよね。

なんか独特のﾋﾟﾘﾋﾟﾘ感が苦手で。

それよりあたしはﾔｽｹﾝと魔王PUSHです!!!!!

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.07.05 Sat 好きだから感じること。

大倉担まひるですけどもー。

薬の飲みすぎで胃が荒れて

口角が切れて痛いです

ｼｭｼﾞｭのｲﾍﾞﾝﾄまでに治るといいなぁ。

そ、そ。ｼｭｼﾞｭのｲﾍﾞﾝﾄ行けることになったんですよー

お休みもらえました。

全くｴｲﾄのﾄﾞｰﾑｺﾝも行かずｼｭｼﾞｭですからね。(笑
明日早番なので材料用意して名刺作りたいと思います♡

あたし的にはｲﾄｩｸとﾋﾁｮﾙとｳﾆｮｸと名刺交換したいんで

最低でも名刺交換に３回並ばないとならないので

結構早めに行こうと思ってます。

でも始発とかだけど。(笑
いや、気分は東京に前のりして始発で行きたいんですけどねぇ。

会場で が買えたら大ﾀｯﾁ会にも参加予定です

もうすでにﾄﾞｷﾄﾞｷであたしは無事なのか???と。

で、今日は遅番だったので

まだ夏祭りにっぽんの歌見てないんですよねぇ

なんかﾎﾝﾄにちょっとしか出なかったって聞いたんですけど

ﾏｼﾞですか???
あたしHDDで魔王撮ってたんでﾘﾋﾞﾝｸﾞのﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷで撮ってたんですけど

で、魔王見たんですけど面白い!!!!
なんか斗真の芝居が若干舞台寄りのお芝居だったような

気がするのはあたしだけですか???
でもｶｯｺｲｲ♡〜(^Д^〜)
なんか斗真とﾘｰﾀﾞｰとの駆け引きがめっちゃ面白い。

あたしなぜか今までﾘｰﾀﾞｰに全くの興味もなかったんですけど



このﾄﾞﾗﾏを通して大好きになりそうです♡

なんかﾘｰﾀﾞｰの俳優としての力量満載ですよね

毎週楽しみになりそうです♡

で、で。今日のﾊﾆｶﾐ♡

竹野内豊さん出てましたねぇ♡

めっちゃ男前です

あたし特にﾀｲﾌﾟではないんですけど

やっぱり渋いですよねぇ。

ｽﾃｷだなぁって思います。

で、で。あたし菅ﾁｬﾝ大好きなんです♡

めっちゃ気取ってなくて大口開けて笑うし、

可愛いですよね。(ﾉ∀｀)
あんな可愛らしい人になれたらいいなぁって思います。

けーたん＞＞ﾊﾁﾜﾝﾀﾞｲﾊﾞｰ見てるよ〜♡

淳平くんｶｯｺｲｲよね。

でもあたし的にはちょっと物足りない感じ。

はーい。ﾌﾞﾛｸﾞ遊びに行くね。＞＞もっそい私信。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.07.05 Sat 明日からﾂｱｰ。

大倉担まひるですけどもー。

名刺作ったよー

韓国語一切なしで。(笑
なんかしかも昨日ほとんど寝てないから

昼間すっごい眠くて。

まぁ、今も眠いんですけど

でも絶対夜になるとお目目ﾊﾟｯﾁﾘなんだよなぁ。

また今夜も夕飯抜きですね。

そして来週はいよいよ「ﾔｽｺとｹﾝｼﾞ」です♡

しかも早番だからﾘｱﾙで見れるぅー♡

１話ぐらいはﾘｱﾙで見たいじゃん

また翌週から遅番だしねぇー。(;∀;)
なんかきっと仕事なんて手につかないと思うよ。

まぁ、もうｼｭｼﾞｭのｲﾍﾞﾝﾄ参加券を見た時から

仕事なんて手についてないんですけどね。(笑
しかも昨日行けるってわかって余計にﾃﾝｿﾝ上がって

今日なんて１日ｳｷｳｷしてたもん

あぁ。明日からｴｲﾄのﾂｱｰ始まりますね。

なんか今からすっごいﾄﾞｷﾄﾞｷしてます。

もう今日からｸﾞｯｽﾞは買えるんですもんねぇ。

なんかうちわの写ﾒ見たけどこれは７人買いですわ。

ｴｲﾄのﾄﾞｰﾑ行くことよりｼｭｼﾞｭのｲﾍﾞﾝﾄ行くことを選んだ

まひるですが長野はきっちり行きますんで

待ってろよー!!!!長野!!!!（笑

まぁ、とにかくﾒﾝﾊﾞｰやｽﾀｯﾌなど参加するみなさんに怪我のないよう

無事に終ってくれたらいいなと。



今回は約２ヶ月だね。

きっと忠義のﾄﾞﾗﾏ見てたらあっという間なんだろうなって。

そうそう、NEWSのﾗｲﾌﾞDVDが発売になるじゃないですか???
買おうかもっそい悩んでるんですけど

実は前回のもまだ買ってなくて

欲しいにはすごく欲しいのですが にまったく

余裕がなくー。(;∀;)
発売日になって余裕があったら通常盤を買おうかなぁって

思ってます。

あんまり最近無駄にお金使えないのよね

ﾗｽﾌﾚのDVD-BOXも予約したし。

秋ぐらいにはｴｲﾄのｱﾙﾊﾞﾑかｼﾝｸﾞﾙ出そうだし。

油断してﾊﾞｶｽｶ使ってるといざって時買えないからね。

Webのｸﾞｯｽﾞもたんまり頼んだし、

長野行った時にもｸﾞｯｽﾞ買わなきゃだし、

結構出費予定がたんまり。

(*´Д`*)♥ ﾊｧｧﾝ。
眠い。

あぁ。もう今日は２０時までには寝たい。

とここまで書いて

ﾏﾏﾝの親友が亡くなったと連絡が入り、

今から行ってきます。

結局この展開はﾄﾞｰﾑｺﾝ申し込んでても行けない展開。

ｼｭｼﾞｭのｲﾍﾞﾝﾄも行けるかどうか。

今年はﾎﾝﾄ法事が多いな。

毎月喪服着てるもん。(;∀;)
ﾏﾏﾝの支えになってた人だけにﾏﾏﾝが心配です。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.07.07 Mon ｿﾛｺﾝｹﾃｰｲおめでとう。

大倉担まひるですけどもー。

今日、ﾄﾞｰﾑで発表になったそうで。

９月にすばるｿﾛｺﾝ。

１０月に忠義ｿﾛｺﾝ。

場所はお台場なんちゃらかんちゃら。（笑

上田氏と同じ場所です

すばる、忠義おめでとう!!!!
めっちゃ嬉しいけど当たる気がしないのはあたしだけですか???
ﾎﾝﾄせっかくのお祝いなのにﾏｲﾅｽ思考で申し訳ない

しかも１０月なんてあたし誕生月じゃないでつか???
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
こえぇ。

でもとにかく当てて行くよ!!!!
すばるとFIVEのやつも行きたいけど

そっち当たって忠義のｿﾛｺﾝﾊｽﾞﾚると怖いから

忠義ｿﾛｺﾝ１本に絞ります

(-∧-；)ﾅﾓﾅﾓ。
それでなくても今、ｼｭｼﾞｭのｲﾍﾞﾝﾄが近くて余裕ないのになぁ。(笑
もう明後日だもんなぁ。

今日、七夕なので短冊に「忠義のｿﾛｺﾝ当たりますように。(-∧-；)ﾅﾓﾅﾓ」
って書いておきます。

はっ!!!!

肝心な笹の葉がうちにはないではないか!!!!!
(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!

すばるも忠義も精一杯自分出し切って頑張って欲しい。

あたしも応援しに行けるように頑張るから。



あたしも応援しに行けるように頑張るから。

とまぁ、今かなりﾃﾝﾊﾟってますけど何か???
もっそいﾁｷﾝですけど何か???
もうだって帰ってきて 見たらいきなりそれなんですもん。

疲れも吹っ飛ぶっちゅーねん

(↑なぜに関西弁

とりあえず詳細出るまでもっそいﾁｷﾝですけどいいですか???(笑
で、当落出るまでまたもっそいﾁｷﾝですけどいいですか???
ずぶぬれの子犬のようですけど何か???
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
毎日怯えて暮らしますけど何か???

ヽ(;´Д`)ノ

図太くなりてぇ!!!!
もう誕生日かぶってたらどうしよう。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
絶対その日に行きたいじゃんよ

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

あ。ﾊﾟﾊﾟﾝが子犬見てきたんだって。（ぬかりねぇな （笑

まだ這っててめたんこ可愛かったらしい。

ﾒｽ３匹生まれたらしくてﾎﾝﾄはｵｽ希望だったんだけど

ﾊﾟﾊﾟﾝの「待てねぇ 」の一言により

ﾒｽを譲ってもらうことにｹﾃｰｲ

去勢はしなくて子犬生ますらしいです寄って煮。

ﾊﾟﾊﾟﾝのｷﾗｷﾗに輝いた目が想像できますだ。(笑

で、ﾏﾏﾝはですね、昨日はずっと泣いてたけど

今日はｱﾙﾊﾞﾑを眺めて思い出に浸っていたので

そっとしておこうと思って

特に何も言わず。

でも今日は思ってたより元気だった。

昨日、お通夜で今日お葬式だったんだけど。



なんかちょっとほっとしました。

あたしも安心してｼｭｼﾞｭのｲﾍﾞﾝﾄ参加出来そうです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

名無しさん＞＞心配してくださってありがとうございます。

ﾏﾏﾝはきっと大丈夫だと思います。

ｺﾒﾝﾄ嬉しかったです。ﾎﾝﾄにありがとうございました。＞＞もっそい私信。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.07.08 Tue あなたを信じてきて良かったと思える実感。

大倉担まひるですけどもー。

自分のﾌﾞﾛｸﾞの３年ぐらい前の記事を読むと

ちょびっとｲﾝﾁｷ関西弁で書いてたりするわけですよ

自分のことながら結構ｲﾗっとします。(笑
なので見つけた方はｱﾎだなぁと思ってやってくだﾊﾟｲ。

そうそう、あたしまた番組の最終回に気づかなかったﾆﾌﾞﾁﾝです

えぇ。えぇ。

毎週見てた「ｳﾞｧﾝﾊﾟｲｱ騎士」です

先週で終ってたんですよ

なんかでも終り方がまだ続くような展開だったので

ｺﾐｯｸでもそろえようかなぁと思ってます

で、今日から新しく始まったｱﾆﾒが「夏目の友人帳」ってやつで

妖怪系のお話なんですが結構面白いです♡

そうそう。妖怪系のお話といえば土曜日にｳｴﾝﾂくんの鬼太郎がやってた

じゃないですか???
あたしもっそいﾊﾏっちゃいました♡

ｳｴﾝﾂくんに♡

あたし唯一空（＠章大）と男の趣味がかぶったのが

徹平ﾁｬﾝだったんですが

結局あたしはやっぱり空とは男の趣味が違うようです。(笑
なんかｳｴﾝﾂくんにﾊﾏったのもたぶんあいのりで見るようになって

そこで気になりだして

で、年明けののだめSPに出てたｳｴﾝﾂくんにますますﾊﾏってて

結局土曜日の鬼太郎でとどめを刺されました。

なんかあたしたぶん初めて好きになったｱﾆﾒのｷｬﾗが鬼太郎だったんですよね。(笑
だから余計にかっこよく見えたってゆーか。(笑
主題歌もかっこよかったし、最後のﾀﾞﾝｽもかっこよかったし、

お芝居もなんかちょっと切なくてｷｭｰﾝってなりました。



でもあたしの中で今までずっとｳｴﾝﾂくん見てきたけど

ﾊﾏる要素なんてひとつもなかったのになぁ。(笑
なんかちょっと笑っちゃいました。

はぅ。

今朝のWSの予約すっかり忘れていて今思い出して

予約しました

一応このまま起きてて見る予定ですけど

なんかまだﾂｱｰ始まったってゆー実感がまったくなくて。

まぁ、まだ全然ｾﾄﾘもﾚﾎﾟも見てないからなんですけど

とりあえず知ってるのはｴｲﾄﾚﾝｼﾞｬｰがないことと

忠義が和太鼓を叩いてることぐらい???(笑
全然珍しくもない情報。(笑
あ。あと亮ﾁｬﾝが忠義に向けてDVお披露目会と椿純ｺﾝﾄ。(笑
結局すべて忠義目線なあてくし

なんかよく３年以上もﾌﾞﾛｸﾞに忠義のこと書いてきて

飽きないよなぁと思って。(笑
どんだけ好きなんですか???
その間、担当変わった人も結構いるのになぁ。

あたしﾎﾝﾄ飽きないよねぇ。

むしろ年々好きになってる気がするもん♡(笑
うーん。そりゃぶっちゃけｦﾀ卒しようと思った時もあるよ。

あたしの中で担降りするってゆー考えは全くなくて

担降りする時ってゆーのはｦﾀ卒する時なんです。

忠義が最後の砦なのです。

なんかすごく会いたくてでも会えなくて

こんなにつらいならｦﾀ卒した方がﾗｸなんじゃないか???とか

忠義のこと信じることが出来なくなった時期もあるけど

でもそれはあたしが未熟だったからで

確かに忠義のそれはちょっとって思う部分もあったけど

でも忠義自身がそれに気づいてくれたかどうかはわからないけど

でも今は良い方向に向いてるし、

忠義の中でも勉強だった時期なのかなぁって思います。

あたしもいろんな人が好きとか言ってるけど

結局１番好きで本気で愛してるのは

大倉忠義ただ１人。



でも水曜日にsuper juniorに会いに行きます♡

やっぱり次にいつﾋﾁｮﾙやｲﾄｩｸに会えるのかわからないし、

韓国は徴兵制度があるからもちろんｼｭｼﾞｭ（super junior）のﾒﾝﾊﾞｰだって

対象だし。

もうﾋﾁｮﾙもｲﾄｩｸも今年で２５歳。

限界まで待ってもあとちょっとしかなくて

やっぱりｼｭｼﾞｭは１３人でｼｭｼﾞｭだと思ってるし。

それは東方神起やSS501のﾒﾝﾊﾞｰも一緒。

だから会える機会があったら会っておきたいの。

それが今回ｴｲﾄじゃなくてｼｭｼﾞｭのｲﾍﾞﾝﾄを選んだ理由。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.07.09 Wed ﾌｧﾝﾐ。

ﾋﾁｮﾙﾍﾟﾝのまひるですけどもー。(笑

今日は入りが違うのね。（笑

今日はsuper juniorのｲﾍﾞﾝﾄ行ってきたんで

そのﾚﾎﾟを。

まずね、夕べ、２１時ぐらいに寝るつもりでいたのに

気づいたら徹平ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏも終っていて２３時だったのね。(笑
それから全然眠れなくて結局１時間ぐらい寝て

朝４時に起きて５時に 出て８時半頃日本武道館についたのね。

もうその時、４００人ぐらい居て。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
これ結構早い方ね。

今回のｲﾍﾞﾝﾄは１３時から名刺交換会で。

それは１枚の参加券で時間の許す限り（１５時半まで）何度でも入れるのね。

で、１７時からがﾀｯﾁ会でそれは１９時までの間で

ﾀｯﾁする回数分の参加券もしくは の帯が必要で。

もう武道館の周りにすっごい列できてきて

あたし１人で行ったんだけど周りの人と

絶対１人としか名刺交換出来ないですよねぇ みたいな話してて。

で、誰が好きですか???みたいな話になったんだけど



あたしの周りになぜかﾋﾁｮﾙﾍﾟﾝがいなくて。(笑
ﾄﾞﾝﾍとかﾘｮｳｸとかｲﾄｩｸが多かった。

あたし普段、全然ｼｭｼﾞｭﾌｧﾝの人と交流ないから

誰が１番人気とかよく知らないのね。

それでもﾋﾁｮﾙﾍﾟﾝを名乗るんでつか???
って感じなんだけど。（笑

で、１２時２０分ぐらいから列が動き始めて１３時きっかりに中入って

各自名刺渡す人のﾌﾞｰｽが出来てるからその列に並ぶって感じで

もちろん１番最初にﾋﾁｮﾙのﾌﾞｰｽに並んだのね。

で、ｽﾃｰｼﾞから見るとど真ん中辺りの位置だったのね。

そしたら記者会見やりますぅー

ってな展開。

ｼｭｼﾞｭのﾒﾝﾊﾞｰがｽﾃｰｼﾞに出てきてﾋﾁｮﾙのﾌﾞｰｽって

ｽﾃｰｼﾞから見ると２つ目のﾌﾞｰｽなのね。(笑
だから間近で見れて。

ﾒﾝﾊﾞｰはｽｰﾂにﾉｰﾈｸﾀｲ。

もちろん写真撮影もあってｶﾒﾗ撮影もあって。

あたしたぶんもっそい映ってると思います。（恐縮

前から２〜３列目だったから

しかもあたしの前にいる人ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ受けてるし

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
もうこの時点で結構ﾍﾀこいたぁー 的展開。

で、話しちゃいけないし、触ってもいけないって説明とかあって。

なのに。なのに。

ﾋﾁｮﾙったら思いっきり

「初めましてー。こんにちわー。」

あたしの名刺を後ろの人に見せて「これﾎﾞｸー 」

しかもﾋﾁｮﾙ、自分の名刺がうまく取れず慌てる。(笑

(○´艸`)ｶﾜｲｲ♡

もうすっごい顔ちっちゃくてｽﾀｲﾙいいの。

鼻とかもっそい高いし。

めたんこｶｯｺｲｲ!!!!
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ



で、２回目も並んだのね。(笑
次はｲﾄｩｸ。

「初めましてー。こんにちわー。

おー。○○○ー。（あたしの本名）」読めたらしい。

「ありがとうー 」ってすっごいﾃﾝｿﾝ高いの!!!!!
なんで???ｲﾄｩｸってそうゆうｷｬﾗなの???
しかも記者会見の時もすっごいﾌﾞｰｽを煽っててみんなそのたびに

もっそいｷｬｰｷｬｰ言ってて楽しかった。

で、３回目も並んで。(笑
次はｳﾆｮｸ。

「初めましてー。ｳﾆｮｸです♡

おー。○○○ー。（あたしの本名）」またしても読めた模様。

「ありがとうー 」ってまさかの握手。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

なんかｳﾆｮｸは蝶ネクタイしててｽｰﾂも脱いでました。

もうみんなちゃんと目を見て話してくれるし、優しいの♡

すっごいまひるたそ感動(　；∀；) ｶﾝﾄﾞｰｼﾀ。

で、外に出たら１５時半ぐらいで。

また周りの子と話しててｿﾝﾐﾝが日本語がうまいこともあって

ｿﾝﾐﾝとﾋﾁｮﾙは２回目終わったぐらいでｽﾄｯﾌﾟかかったらしいの。

ｼﾝﾄﾞﾝは割と人も少なかったから結構話せたらしくて。

あたしの後ろに居た子がｳﾆｮｸから空振りくらってﾘｮｳｸにﾍﾟﾝ変えした話をしきりに

３０分ぐらいしてた。(笑

で、今度はﾀｯﾁ会の列に並んだのね。

もう中ですっごい時間かかって大変だったよ。

でもね、ﾊｲﾀｯﾁなんだけど

すっごい丁寧にしてくれてｲﾄｩｸなんて前のめりになってﾊｲﾀｯﾁしてくれて



ﾘｮｳｸにはいじわるされて手の平ぐるぐる回されて笑われた。（笑

で、最後がﾋﾁｮﾙだったから「ﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｰ♡」って言ったの♡

明日ﾋﾁｮﾙの誕生日だから。

そしたら笑顔で「ありがとうー 」って

言ってくれてますますｼｭｼﾞｭが大好きになったﾋﾁｮﾙﾍﾟﾝのまひるなのでした。

そんなわけの１日だったんですが

明日WSﾁｪｷﾗってください。

もっそい映りこんでるどｱﾎｳのまひるたそがいると思います。

（↑ﾋﾁｮﾙとｲﾄｩｸとｳﾆｮｸの名刺

JUGEMテーマ：韓流♪

http://jugem.jp/theme/c80/1999/


2008.07.10 Thu たくさんのﾊﾟﾜｰをもらった。

大倉担まひるですけどもー。

もう今日はｸﾀｸﾀでね

武道館の階段を何度も登り降りしてたから

膝がｶﾞｸｶﾞｸ。



なんか今日の今日でﾌﾞﾛｸﾞがｼｭｼﾞｭに占領されそうな勢いですが

なんか少しでもみんなに韓国のｱｰﾃｨｽﾄさんを知ってもらいたいんだよね。

あたしも全然詳しいわけじゃないけど

でもｼﾞｬﾆ以外の世界もすごく楽しいし、

好きだなぁ

でもきっちりと大倉忠義が好きでいる自分がいて。

でもあたしもっと韓国語勉強しようと思った。

ｼｭｼﾞｭのこともﾄﾝﾊﾞﾝのこともSS５０１のことも全部もっと勉強して

なんか語れるぐらいになれたらどんなに楽しいことなんだろうって思った。

そして今度はﾗｲﾌﾞに参加したいなぁって思ってます。

今回ｼｭｼﾞｭの前日のﾗｲﾌﾞに参加出来なかったから



今回ｼｭｼﾞｭの前日のﾗｲﾌﾞに参加出来なかったから

今度は歌って踊って話すｼｭｼﾞｭを見たいと思います。

なんかきっと本気でｼｭｼﾞｭ好きな人から見たら

あたしなんてもっそい中途半端だと思うんですよ。

ｼﾞｬﾆと掛け持ちだし。

でもﾎﾝﾄにすごく好きなんです♡

ｼｭｼﾞｭに会えてﾎﾝﾄに嬉しく思います。

今日、ﾎﾝﾄにｲﾍﾞﾝﾄに行って良かった。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.07.10 Thu ﾋﾁｮﾙ２５歳おめでとう。

大倉担まひるですけどもー。

今日はお休みだったんですけど

今日休みで良かった。

もう足腰がくまなく筋肉痛で足もあがらないぐらい

ﾌﾗﾌﾗしてて。（笑

こんなに疲れたのはﾎﾝﾄ久々。

でもﾎﾝﾄに昨日は楽しかった。

周りのｼｭｼﾞｭﾍﾟﾝも暖かい人ばっかりだったし、

行って良かったなぁって思いました。

あたしの中でｲﾝﾊﾟｸﾄ大だったのはやっぱりｲﾄｩｸｵｯﾊﾟかなぁ。

あのﾃﾝｿﾝの高さは最高♡(笑
あ。あたしﾋﾁｮﾙやｲﾄｩｸとﾀﾒなんだけど

なんかﾀｯﾁ会の並んでる時に話してた子、

まだ大学生なのにｲﾄｩｸにﾇﾅ???って言われたらしくて。(笑
ﾇﾅって年上の女の人に親しみを込めてお姉さんってゆう時に

使う言葉なんだけどあたし誰からもﾇﾅって言われなかったー。(笑
はぁ。あたしも汗だくでﾒｯｷが剥がれてﾇﾅって言われたら

ちょっと凹んだなぁ。

もうだって昨日帰ってきて顔洗ったらひどいｸﾏが出来てて

最悪の顔してたもん。(笑
どんだけ疲れてるんだよ。って話ですよ。



今日はﾋﾁｮﾙの２５歳の誕生日です♡

おめでとう。

いつまでも可愛いﾋﾁｮﾙでいてください。

そ、そ。１２日〜２５日に六本木のｼﾈﾏｰﾄで

ｼｭｼﾞｭの映画「花美男（ｲｹﾒﾝ）連続ﾎﾞﾑ事件」がやります。

大阪は８月２日〜８日にｼﾈﾏｰﾄ心斎橋でやります。

興味ある方はぜひ観にいってくださいねーん♡

なんか昨日待ってる間ｽﾃｰｼﾞの上のﾋﾞｼﾞｮﾝでちょっと流れてたんだけど

面白そうだった。

あたしは１１月にDVDは発売になるからそれを買う予定。

ちなみに花美男って「ｲｹﾒﾝ」って意味です。

JUGEMテーマ：韓流♪

http://jugem.jp/theme/c80/1999/


2008.07.14 Mon 現実に戻れない。(;∀;)

大倉担まひるですけどもー。

（↑SUPER JUNIOR-M、今日買いました。

特典がもう品切れと聞いていたので期待してなかったんだけど

ﾎﾟｽﾀｰがついてきました。

早速ﾎﾟｽﾀｰ貼り貼り。

（↑super juniorの来日記念盤「U」３枚とSUPER JUNIOR HAPPY
こっちも特典がついていたのでﾎﾟｽﾀｰを貼り貼り。



土曜日にﾎﾟｽﾀｰ貼り替えたの。

忠義のﾏｼﾞｻﾏとｴｲﾄの集合剥がしてヨコのｿﾛｺﾝの眼鏡男子と

ｼｭｼﾞｭのﾎﾟｽﾀｰ貼ったんだよね。

もうｲﾄｩｸｵｯﾊﾟがﾀﾊﾞｲ♡

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ｲﾄｩｸの顔見るとｲﾍﾞﾝﾄ思い出すから全然現実に戻れない。(笑
そんなわけで全然ただﾁｮﾝﾓｰﾄﾞに戻れないの。(;∀;)
ﾔｽｹﾝも見たけど面白かったけど

でもでもｲﾄｩｸがぁｰｰｰｰｰｰ!!!!!（笑

そんなわけで現実に戻るにはもう少しかかりそうです。(;∀;)
ﾎﾝﾄだらしなくてすみません。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.07.15 Tue 大倉忠義愛復活&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

今日は朝一で 行って午前中のうちに帰ってこれました

そんなわけで午後はゆっくりしたいと思ってます

なんか久々にゆっくり出来るお休みですねぇ。

先週は火曜日仕事で水曜日にｼｭｼﾞｭのｲﾍﾞﾝﾄ行って

木曜日はゆっくり出来たんだけど筋肉痛すぎて

もう膝が笑ってて。(笑
しかも気持ちは完璧にｼｭｼﾞｭに向いてるし みたいな。(笑

福原まひる、完璧ではございませんが気持ちが忠義に

戻って参りました

今まで通りｴｲﾄﾒｲﾝでｼｭｼﾞｭとﾄﾝﾊﾞﾝとSS501の応援頑張りたいと思ってます

そんなわけで至らない部分もたくさんありますが

よろしくお願いします。（ﾍﾟｺﾘ

つくづくあたしって気が多い女だなと思いました。(笑
だってｼｭｼﾞｭﾒﾝがかっこよすぎるんだもん。(ﾉ∀｀)
まぁね、２年近くも思い続けたｸﾞﾙｰﾌﾟだったしね。

そりゃ会えた感動は大きいですよ

で、「ﾔｽｹﾝ」ですがﾏｼﾞﾅｲｽｷｬｽﾃｨﾝｸﾞですよ

たぶん前にも言ったと思うけど。（笑

多部ﾁｬﾝって「山田太郎ものがたり」の時もそうだったけど

妄想少女やらせたら天下一品だよね。(笑
そして純ﾁｬﾏ♡

ﾏｼﾞ原作のｲﾒｰｼﾞ通り。

まぁ、あんなにｷﾗｷﾗｵｰﾗは出てなかったけどね。（笑

優しいところもやっぱり純ﾁｬﾏです♡

実際忠義は純ﾁｬﾏほど優しくて爽やかではないかもしれませんが



なんせどS大倉ですからねぇ。（笑

中２の女子のﾉﾘなくせに （笑

でも忠義に包容力を感じるのはあたしだけですか???
あ。で、話は戻るんですが

忠義の周りにｷﾗｷﾗｵｰﾗが出た時、ちょっと噴出しました。(笑
忠義ｽﾏﾇ

なんか純ﾁｬﾏがﾔｽｺに絆創膏貼ってあげる時、

ちょっとﾔｽｺ目線でﾁｭｳ体制に入ってたでしょ???
あれもっそい萌えた (笑
これからもﾔｽｺ目線よろしく!!!!
なんかでも純ﾁｬﾏとﾔｽｺいい感じだったよなぁ。

なんかあたし的にｼﾞｪﾗｼｰとかは特におきなかったらしい。（笑

自分ではもっとｼﾞｪﾗってしまうかなぁと思ってたんだけど

なんとなく多部ﾁｬﾝを自分に置き換えて満足している模様。(笑
(↑勝手

あ。やっとｦﾀ誌買ってきた

後で見たいと思います

（´c_,｀●）　

やっぱりｦﾀは腐ってもｦﾀね。(笑

また後で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.07.15 Tue 最近気になる人。ｲ·ｼﾞｭﾝｷﾞ。(笑

大倉担まひるですけどもー。

眠ーい。

３時間ぐらいしか寝てないもんなぁ。

何気お昼寝を試みるも暑くて眠れなかった。

今日は早く寝たい。(切実

（↑ｼｭｼﾞｭのｸﾞｯｽﾞのうちわ。

電源入れる前。

（↑電源ON。



そうなんですぅー。

光るうちわなんですね。

ｼｭｼﾞｭの応援ｶﾗｰがﾊﾟｰﾙﾌﾞﾙｰなのでﾌﾞﾙｰに光ります。

で、ｼｰﾙが３枚ついてて好きなのを１枚うちわに貼るようになってて

ﾋﾁｮﾙがいるやつを貼ったんですけど

余った２枚のうちｲﾄｩｸとﾘｮｳｸとｼｳｫﾝを に貼りました

ﾋﾁｮﾙとｳﾆｮｸも に貼りたいから

もう１ｺうちわ買おうと思ってますけど何か???

そ、そ。さっき何気なくｽﾊﾟｲﾗﾙﾗｲﾌのBOXがいくらになってるか

ｱﾏ○ﾝで見たら１２万超えてた!!!!
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
えぇぇぇぇぇぇえ!!!!
元って２万ぐらいのものじゃなかったっけ???
恐るべしｽﾊﾟｲﾗﾙﾗｲﾌ。

あたし桁読み間違えてるかと思ったもん。

さすがに今からじゃ手が出ないよなぁ

あたしの欲しいｻｲｽﾞの が買えるっつーの。

(*´д｀*)ﾊｧﾊｧ♡
あぁ。早く忠義のｿﾛｺﾝの申し込み始まらないかなぁ。

なんかお金使い込みそうで怖いんですけど

毎日ﾄﾞｷﾄﾞｷで 覗き込んでます。

なんか行ける前提で話が進んでる自分が怖い。(笑
だってだってそのぐらいﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞにいかないと

行けそうにないんですもん

こえぇ。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。



ｺﾒﾚｽお休みちぅ。

お気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです♡
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2008.07.17 Thu 信じてるからね。

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるです。

あたしがすばﾁｬﾝの記事を知ったのは今日でした。

知ってｳｿだってわかってるけど

やっぱりｼｮｯｸだった。

なんか最初はどうしていいのかわからなかった。

きっとたくさんのeighterがあたしと同じ気持ちだと思う。

あたしは今まで見てきたあたしの中での渋谷すばるが本物だと

思ってる。

繊細で気ぃ使いしぃで歌が大好きで

ﾌｧﾝ想いで絶対あたし達eighterにｳｿのつけるような人じゃないと

あたしも思う。

そんなすばるがﾌｧﾝを裏切るようなことをするわけがないと

思いたいし、

そんな人の命を軽んじるようなことを言うはずがない。

だからあたしはすばるのことを信じてるし、

誰かの私利私欲に利用されたことを悔しく思う。

今、１番心配なのはすばるのこと。

きっと人一倍繊細なすばるのことだから

相当ｼｮｯｸを受けてると思う。

せっかくまた人を信じることが出来るようになって

いい調子で仕事が出来てる状態なのに。

だいたいよく考えてみてさ、

Aさんがﾔﾊﾞｲ状態になってて「死んだらええねん」なんて

言うと思う???
もしその話がﾎﾝﾄだとして救急車呼ばなくて

仮にAさんが亡くなった時のことを考えてみて

事件になったら渋谷すばるそのものが終ってしまうじゃん。

そんなことをすばるがﾎﾝﾄにすると思う???



よくよく考えたら矛盾することだらけだとあたしは思うけどな。

１日も早くすばるが笑顔でお仕事出来るように

なったらいいなぁって思います。

ｴｲﾄﾒﾝも支えになってくれてると思うし、

eighterもすばるのこと信じてるから。

だから１日も早く偽りのない笑顔で

笑いかけて欲しいと思う。

あたしはあたしの見てるすばるがすべてだとは思わないけど

でも今のすばるを知ってる人から見たら

こんなことあるわけないって思うと思う。

人一倍人の痛みのわかるすばるだからこそ。

＊この記事に関する苦情は受け付けません。
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2008.07.18 Fri も、もしや???

大倉担まひるですけどもー。

そうそう、ｼｭｼﾞｭの来日記念盤の

ｵﾘｺﾝのﾃﾞｲﾘｰﾁｬｰﾄで４位。ｳｨｸﾘｰﾁｬｰﾄで８位だったんだって。

韓国語の曲がﾄｯﾌﾟ１０入りするのは初めてのことらしい。

やっぱりすごい人気なんだなぁって改めて知りました。

おめでとう!!!!

で、ｼｭｼﾞｭｸﾞｯｽﾞのうちわ２本目も到着しまして

ﾋﾁｮﾙとｳﾆｮｸとﾄﾞﾝﾍのｼｰﾙも に貼ったのね。

もっそい暑苦しいです。（笑

でも幸せです♡

どうせなら１３人貼りたいとこだけどさすがにｽﾍﾟｰｽがなく

もういっぱいいっぱいです。

つーかつーか。

「ﾔｽｹﾝ」まだ１回もﾘﾋﾟってないんですけどぉー

昼間は暑いし、夜は忙しいし、（もしくは眠い。

結局ﾔｽｹﾝ１回しか見てない

今週録画したら編集がてらﾘﾋﾟりますか???
なんか編集しなくても結局DVD発売になったら買うんだよなぁ。(笑
なんかそう思ってﾗｽﾌﾚも編集してないんだけど。(笑
でも昨日HDDに余裕がありません警告出たしなぁ。(笑
一掃してしまおうかと思ってる次第です。

なんか一応ちょこっとHDD空けたけど。

今日の魔王と明日のﾔｽｹﾝ対策です

昨日は甥っ子に頼まれたﾎﾟｹﾓﾝを録画して

それ夜中編集してたら果てた

久々にﾎﾟｹﾓﾝがっつり見てもうた。(笑



そういえばさ、ﾉｯｸ三兄弟のみつるくんの話はよく聞くんだけど

もう１人は???
すっごい興味津々なんだけど

なんかﾃﾚｶﾞｲにみつるくんがヨコにｵｰﾀﾞｰで作ってあげた

靴が載ってたんだけど悟空のくつみたい。

と１人つぶやくまひるたそなのでした。（笑

お腹空いたぁー （忠義風

まだご飯までに時間あるし、

寝ようかなぁ。

でもこれ書いてるうちに夕飯になりそうだけど。

最近やたらと眠いんだよね

やたらとお腹空くし、やたらと眠いし、

成長期???もしくは妊娠???(笑
（↑誰の子だよー

もちろんただよっさんの子ですけど何か???
でも覚えがねぇー （笑

（↑当然です

想像妊娠???
（↑これだったらあたしｲﾄｩｸの子生みそうなんですけど （笑

ﾋﾁｮﾙの子じゃねーのかよ

いや、ｲﾄｩｸですけど何か???

ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ｱｧﾊｱｱｧｧ━━*´Д
｀*━━ｱｧﾝ!!

やべぇ。想像しただけで萌える

(*´д｀*)ﾊｧﾊｧ♡



（↑THE変態

ｲﾄｩｸいいなぁ♡

（↑何がだ???
(*´д｀*)ﾊｧﾊｧ♡
ｵｯﾊﾟについて行きます!!!!♡
最近重症だな。(笑

なんかそういえば随分前にﾋﾁｮﾙが好きな人が

出来ました宣言してたけどあれからどうなったんだろ???
ﾏｼﾞ卒倒するかと思った。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
なんかﾋﾁｮﾙって自由人だなぁ。(笑
忠義がもしそんなこと言ったら豆腐の角に頭をぶつけて

死んでしまいたい。（笑

死ねねぇ

↑ﾋﾁｮﾙ。すー好きすー♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



良かったらｸﾘｯｸしてくださいねー♡
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2008.07.19 Sat ﾉｰｰｰｰｰｰｰｰﾝ!!!!!

大倉担まひるですけどもー。

(↑あたしのｦﾀﾊﾟｿ。

ほぼｼｭｼﾞｭﾒﾝと忠義に覆われてます

前回は左側が忠義でいっぱいだったのが

今回はｼｭｼﾞｭﾒﾝでいっぱいです

ちなみに画像のﾎﾑﾍﾟはあたしのもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞです

よろしく

（↑死んだう♡

(*´д`*)ｱﾊｧ♡
これ初めて見た時はﾏｼﾞで心臓止まるかと思った。

ﾋﾁｮﾙのﾗﾎﾞﾗﾎﾞｼｰﾝです♡



（↑物憂げなﾋﾁｮﾙがめちゃｶｯｺｲｲ♡

なんか思ったんだけど

あたし、こうしてﾌﾞﾛｸﾞ書いてる時間があったら

ﾔｽｹﾝﾘﾋﾟれよ って話ですよねぇ。

めんぼくねぇ

あ。で、今日の「魔王」ね。

もう大野さんが小憎たらしい顔してるんだよねぇ。(笑
もう笑っちゃうぐらい小憎たらしい。（笑

その分斗真たんがまっすぐですっごい見てて

ﾒﾘﾊﾘがあって面白い。

斗真たんに萌え 萌え しちょりますだ。

ﾏｼﾞ動きが舞台俳優。（笑

そのぐらいの方が逆に大野さんの冷酷さが映えるってものよね。

まさに静と動って感じで。

いや、面白いですわー。

で、３話目にして気づいたんですけど

雨野真実って書いてあまのまことって読むんだね。

あめのしんじつじゃないですか???
なんかずっと見てて斗真たん、どんだけ鈍いの???って。

ﾄﾞﾗﾏですから!!!!
なんか今回ようやく気づいたみたいですけど

来週が楽しみですね♡



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。
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2008.07.22 Tue あたしの好きな人達。

大倉担まひるですけどもー。

夏目友人帳を２時に見終わって

寝ようと思ったのに全然眠れないんです

なんか最近また眠れないみたいです。(;∀;)

あ。しばし放置してｺﾞﾒﾝなさいね。

なかなか仕事が忙しくて疲れちゃって

全然ﾌﾞﾛｸﾞ更新出来なかった

なんてたって夏休みだもんなぁ。

これから毎日この調子かと思うと泣けてくるよ

明日は休みだけど 行こうと思ってて

たぶん午後行くから帰ってくるのは夕方ぐらいかなぁ。

結局それで１日終わっちゃうってゆーね

先週みたいに朝一で行けたらいいんだけどなぁ。

そだ。先週のﾔｽｹﾝ見たんだけど

純ﾁｬﾏの出番もっそい少なかったー

純ﾁｬﾏ、ﾌﾟﾘｰｽﾞ

なんかﾔｽｹﾝを見てると「ごくせん」を見てる気がしてくるのは

気のせいですか???
なんかでもすっごいﾊｰﾄﾌﾙなんだよねぇ

ﾔｽｺが子供の頃の話になると

ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)してしまうのはあたしだけですか???
なんかあたしももしｹﾝｼﾞがﾎﾝﾄのお兄ちゃんだったら

ｳｻﾞｲって思っちゃうかもしれないけど

でもﾔｽｺのﾋﾟﾝﾁの時は必ず助けに来てくれるｹﾝｼﾞが大好きです♡

で、 の裏に「まひるたそ」ってﾃﾞｶﾃﾞｶと名前書かれて

純ﾁｬﾏに微笑んでいただきたい!!!!!



あの微笑は罪ですよ

あたし即ぶっ倒れます

そして純ﾁｬﾏはﾎﾝﾄ優しい♡

あれでﾎﾝﾄに恋愛に無関心なの???
なんか女子のﾊｰﾄを鷲掴みしまくってるじゃないですか???
うーん。ｲｹﾒｿって罪ね。

そ、そ。ﾄﾞﾗﾏの恋空のﾋﾛ役あたしの大好きな「瀬戸康史」くんなんですよねぇ

なんかすでにいろんなとこでﾋﾛの姿を披露してるじゃないですか???
もっそい萌えるんですけど何か???
あたし「恋空」は携帯小説の時から読んでて

でも途中で読むの辞めちゃったんですね。

で、映画も観てないし。。。

だからﾄﾞﾗﾏは録画してしっかり見たいと思ってます♡

もうもう「瀬戸康史」くんはﾎﾝﾄｶｯｺｲｲんで

みなさん見てくださいねー

うーん。ｲｹﾒｿって罪ね。

そうそう、まだ東方神起の新曲買ってないんですけど

(↑買う予定はないらしい。

でも有線で流れるたびにだんだん気になってきて

ちょっと欲しいなぁって。(笑
なんかちょっとPV見たんですけど

好きな女の人が別の人と結婚式あげてるｼｰﾝで

そこに切なげに見つめるﾁｬﾝﾐﾝがいたわけですよ

ﾁｬﾝﾐｰｰｰｰｰﾝ(;∀;)
でもね、東方神起はｼﾝｸﾞﾙ出しすぎなんだって

日本でﾃﾞﾋﾞｭｰして３年ぐらい???（よくは知らん（←この人最悪

なのにｼﾝｸﾞﾙ２３枚ぐらい出してるんだよ。

もうｱﾙﾊﾞﾑでいいやって思う気持ちわかる???
これでｼﾞｬﾆと掛け持ちじゃなかったら確実に網羅してたけどなぁ。

ｼﾞｬﾆもしくはｼｭｼﾞｭ優先です♡

なんかでもこの間、普通にくぅﾁｬﾝとｺﾗﾎﾞしたｼﾝｸﾞﾙの特典に

ついてきたﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ見てﾁｬﾝﾐﾝはないわーって思ってもうた。

なんかあの髪型がﾀﾞﾒだった。(笑



今はもうﾁｬﾝﾐﾝかわゆす です。

今日はあたしの好きな人達について万遍なく書けた気がする。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

私信＞＞彩香さん

ﾌﾞﾛｸﾞがｸﾘｯｸするとﾛｸﾞｲﾝ画面にいってしまって

見れないんですぅー。

お手数ですが再度ｱﾄﾞﾚｽ載せていただけると嬉しいです♡
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2008.07.22 Tue とりあえず。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、結局眠れなくて

朝一で 行ってきた。

１０時頃帰ってきて暑い中で爆睡。

もう汗だくだく。（笑

そんなわけで今日も眠れないかと。(笑
なんかせっかくの休みがこれで終わるかと思うと

非常に残念ですが

まぁ、まぁ、結局 ある日はいつだってこんなもんですわ

なんか 行かないと生きていけない生活ってのを

そろそろ脱出したいですわ。

なんか知らない間に梅雨が明けてて

もっそい毎日暑いんですけど

あたしﾎﾝﾄ夏はﾀﾞﾒで全然ｼｬｷっとしないんですよ

１年であたしが１番弱ってる時期です

もうすぐ化粧も剥げ剥げになるから嫌いです

すぐ肌がﾍﾞﾀﾍﾞﾀになるから嫌いです

そんなわけでｼｬﾜｰしてきました。

あぁ。この瞬間が幸せ

あたしお酒飲まないんで風呂上りのﾋﾞｰﾙとかは良さがわからないんですけど

風呂上りのカキ氷は最高です

ちなみにお酒飲まないんでーって言ってますけど

飲めば酒豪です。(笑
薬飲んでるから飲めないだけです

ちょっと急ぐんでまた後で書きます。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。
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2008.07.22 Tue 笑いに貪欲になれ。

大倉担まひるですけどもー。

ちょっと近所の友達のとこに用事があって

行ってました。

つーか目がｼｮﾎﾞｼｮﾎﾞするんですけど

なんか眠いらしい。(笑

なんか今日、兄ちゃんが仕事に子供連れてって行ってて

業者さんとこ寄ってたから車に子供を残して

待ってるように言ったんだって。

それで業者さんとこでお茶飲んでけって言われて

２０分ぐらい車に子供残したまんまにしてて

車に戻ってたら泣いてたらしい。

ちなみに甥っ子は小３なんだけど

あたしはそれ聞いてもっそい泣きそうになっちゃって。

なんかきっとﾊﾟﾊﾟが戻ってこなかったから

不安だったんだろうなぁって。

あたし昔は子供苦手だなぁって思ってたのね。

でも甥っ子が生まれてから変わった。

すごく甥っ子好きだし、可愛い。

だから自分に子供が出来たらﾎﾝﾄに溺愛しちゃうんだろうなぁって思う。(笑

あ。なんか思ったんだけど

ヨコまたちょっと太った???
金髪にしたからそう見えるのかわかんないけど

あたしは有閑倶楽部の時のヨコが１番好きでした

あの時のヨコめっちゃかっこよかったよね???
毎週萌え っとしちょりました。



で、ｼﾊﾞﾄﾗを見てました

どうやらあたしはﾎﾗｯﾁｮの方が好きみたいです （笑

なんか笑いに貪欲な部分とかすごく好きだし。

そう思うと切り替えの早いもので徹平ﾁｬﾝを見ても

萌え っとしなくなりました

ﾈﾀもないのでやっぱり終ります

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

急ぎの場合だけ私信でｺﾒﾚｽ致します。
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2008.07.23 Wed 毎年のことながら夏は苦手でござるよ。

大倉担まひるですけどもー。

夏が本域で苦手なまひるです

なんで男の人って夏が好きなんだろう。

やっぱ女子が薄着になるからでつか???
ひと夏のｱﾊﾞﾝﾁｭｰﾙを期待してるから???(笑
（↑動機が不純なあてくし

あぁ。でもあたしも大好きな忠義と一緒なら

夏が楽しく越せます

（↑動機が不純なあてくし

あ。亮ﾁｬﾝ、１０月からのﾄﾞﾗﾏ決定したそうで。

しかもにのﾁｬﾝと一緒♡

あぅあぅ。

絶対見ます!!!!!
ちなみに金曜日の２２時からTBS系で

「流星の絆」だそうで。

おめでとうー

今日、朝から１度も ﾁｪｷﾗｯﾁｮしてなかったから

さっき知ったってゆーね

どんだけ〜???
だって今日忙しかったんだもん

昨日結局寝たの２時過ぎだったし、

朝眠かったし、お昼休憩は忙しくて いじいじ

出来なかったし

夏休みなんて。夏休みなんて嫌いだぁ〜。(;∀;)
あたしも学生時代に戻りたいでし

聞いて!!!!



あたしここ１０年近くﾌﾟｰﾙとか海とか行ってないの!!!!
だからただﾁｬﾝ、連れてって!!!!!
でもあたしただﾁｬﾝに見せられるようなﾎﾞﾃﾞｰしてないですけど （笑

ｷｬ。はずかし。(〃▽〃)
(*´д`*)ｱﾊｧ♡
ただﾁｬﾝと一緒に行けるならがむばってﾀﾞｲｴｯﾄします!!!!
でもただﾁｬﾝ、今はﾔｽｺとｹﾝｼﾞってるし、ﾂｱｰもあるし、

それ終わったらｿﾛｺﾝだし、

まひるたそとお戯れの時間なんてないよなぁ。

（↑本気で考えるな

いや、いや、あたしの妄想は常に本域ですけど

（↑痛い子上等 （笑

なんせﾔｽｺ級ですから!!!!
あたしには忠義の周りに薔薇の花が咲いて見えますから!!!!
忠義が笑うと歯がｷﾗﾘｰﾝ って光って見えますから!!!!

そ、そ。ﾎﾟｽﾄﾍﾟｯﾄの4youって 版が始まったんですよ。

ｿﾈｯﾄのﾒｱﾄﾞじゃなくても使えるんであたしも使ってるんですけど

やってる方、やりたい方、ぜひぜひあたしとﾒｯｾｰｼﾞやりませんか???
その 版が先着３０００人しか募集してないんで

まだの方は急いで登録してみてください。

ﾒｰﾙいただければあたしのﾙｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ教えますねぇ♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.07.24 Thu 届けﾏﾒﾋﾞｰﾑ。

大倉担まひるですけどもー。

(´Д｀ )ｱﾂｨｰ。
朝からｸﾞｯﾀﾘまひるたそです

もうしかも今日朝５時から起きてるからね。(笑
で、ﾌﾞﾛｸﾞ通信簿ってやつやってたんだけど

２時間やっても結果が出なかったのよー

どんだけ〜???
で、今やってみたら出た!!!!

（↑つーかﾌﾞﾛｸﾞ年齢３９歳って···｡(;∀;)
あたしそんなﾊﾞﾊﾞｸｻｲですかねぇ。(笑
ちなみにもう１コのﾌﾞﾛｸﾞもやってみたのね。



（↑今度は１１歳なんですけど

あたし２４歳なんですけどぉー。

しかもｼﾞｬﾆｰｽﾞﾈﾀを生かした小説家を目指したらって!!!!!(笑
まぁ、当てにならないﾌﾞﾛｸﾞ通信簿ってことがわかりました。（笑

ちょっと恥ずかしいです

たいして面白い結果も出なかったので

見なかったことにしてください。(笑

で、で。今日、食わず嫌い王のウエンツくんの色紙の落選のﾒｰｳがきてた。(;∀;)
忘れてたのにー。(;∀;)
つーか今までｼﾞｬﾆが出ても応募したことなんてなかったのに

ここで運を使いたかったです!!!!!
まぁ、今月はｼｭｼﾞｭのｲﾍﾞﾝﾄで運使っちゃったしねぇ。

まぁ、まぁ、まひるたその実力はこんなもんですよ。(笑

つーか暑くて出来れば昼間は の前に

座りたくないんですけど

あ。今日、Hanako買ってきた



椿純くんだった。(笑
やっぱり２４時過ぎるとﾒｯｷがはがれるんだ???(笑
ただﾁｬﾝ、肌弱いしね。

そんなただﾁｬﾝでも大好きなんですけど

あたしなんてｽｯﾋﾟﾝだと高校生に見えるらしいから。(;∀;)
だからいつでもﾔｽｺの代役は言ってね

でも多部©みたいな初々しさはないけど。(;∀;)
あぅあぅ。

そういや、毎週、山久はﾒｰｳ送ってくれるじゃん???
ただﾁｬﾝにもそのﾏﾒさが欲しい···｡

まぁ、忠義はﾂｱｰもあって忙しいのはわかってるから

強要はしないけど。（笑

ﾏﾒ〜(^Д^〜)。（←ﾏﾒﾋﾞｰﾑ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.07.26 Sat 常に追っていたい。あなたのことを。

大倉担まひるですけどもー。

なんか最近自分の気持ちがわからないんだよね。

忠義のこと本気で好きなのかなぁとか

不安に思うし。

だからってﾗｲﾌﾞに行かなくなるとか

雑誌を買わなくなるとかはｲﾔなのね。

常に忠義のことは追っていたいし。

でも前みたくすっごく好き♡好き♡

みたいなのも違うんだよね。

前にもこうゆうことってあったから一時的なものだとは

思うけど忠義を好きでいなくなると

すっごい不安なの。

たぶんあたしの中ですっごい核となってる存在だからかなぁって

思うんだけど。

なんだろ???
倦怠期に近い感じ???(笑
だからｦﾀ卒もできないし、嫌いにもなれない。

でも自分の中でもやもやしたものがあって

不安。

やっぱり忠義のことを追っていたい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.07.28 Mon 原点、松竹座。

大倉担まひるですけどもー。

「Excite!!」の忠義のﾏﾙﾁｱﾝｸﾞﾙを何回も何回も見てた。

涙が止まらなかった。

あたし落ち込んだり、忠義への気持ちに不安が出来ると

必ず見るのね。

決して今みたく楽しそうにﾄﾞﾗﾑ叩いてないけど

それでも松竹座での忠義。

松竹座でのｴｲﾄ。

原点だよね。

ﾃﾞﾋﾞｭｰ前は大阪に行かなくちゃ忠義に会えなくて

それがつらくて仁担だった時期もあるけど

それでもあたしは大阪に忠義に会いに行ってた。

だからあたしの原点でもある場所なんだよね。

だから今までの忠義への想いがぶぁーって思い出されるし、

楽しかったことつらかったこと

いろいろあったけどやっぱりあたしは大倉担で良かったなぁって思う。

そうゆう気持ちを思い出させてくれるのが

ﾏﾙﾁｱﾝｸﾞﾙなのである。(笑
今はｸﾘﾊﾟもｻﾏｽﾍﾟもなくなって

大阪に行くことも減ったけど

やっぱりあたしのいろいろ思い出の詰まった大阪。

大好きな街。

なんかあたしの忘れていたものを思い出させてくれる

ﾏﾙﾁｱﾝｸﾞﾙ。

そしてﾍﾌﾞﾝﾘ。

ありがとう。

初めて忠義を意識して見たのはｼﾞｭﾆｺﾝの大阪だったけど。(笑
でもZEPPでも見てるし、あたしの中の忠義。



忠義が変わったって言って去っていったﾌｧﾝもたくさんいた。

それでもあたしの中では永遠の関ｼﾞﾐ３だし。(笑
良い変わり方をしたと思いたい。

だから去ったﾌｧﾝもいるけど新しくついたﾌｧﾝも

たくさんいるのが事実。

それが良いことか悪いことかわからないけど

でも忠義がたくさんの人に愛されてるのはすごく大切なことだと思う。

あたしね、最近気持ちがｼｭｼﾞｭに向いてたんだよね。

いくつか下のｴﾝﾄﾘｰにあるﾋﾁｮﾙのﾗﾎﾞﾗﾎﾞｼｰﾝとか見て

号泣したし。

あ。それはﾋﾁｮﾙの相手の女の人に嫉妬してとかじゃなくて

ﾋﾁｮﾙのいくつもの恋の思い出に涙したの。

ﾋﾁｮﾙの切ない気持ちが言葉なんて通じなくてもわかったし。

でもｼｭｼﾞｭはｼｭｼﾞｭだし、エイトはエイトだし。

あたしの原点はやっぱりｼﾞｬﾆｰｽﾞだと思うし。

大倉忠義ヽ(´ー｀)ノﾏﾝｾｰ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

なかなか忙しくて出来ない状況ですが

励みになりますので

ｺﾒﾝﾄはお気軽にくださると嬉しいです♡

急ぎの場合は私信で返させていただきます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.07.28 Mon 先のことなんてわからないから今を大切に生きたい。

大倉担まひるですけどもー。

忠義への気持ちが完璧に戻ったわけでもないけど

でも不安はない。

だから大丈夫かなぁって。（笑

やっぱり長くﾌｧﾝやってれば

別のところで新しい出会いもあるわけで。

だから新しい出会いの方が大切に思えてくる時も

もちろんあるわけで。

あたしそれでもいいかなってちょっと思ってる。

でも今のあたしにそれはないかなぁって気持ちもある。

昨日のﾍﾌﾞﾝﾘ何度も何度も見て

あたしはこの人だから一緒にやってこれたんだって思ったし、

こんなに長く好きでいられるんだなぁって

思えたから。

あたし、こんなに長く本気で人を好きで

いられたことないからそう簡単に諦められるものじゃないし、

やっぱり思い出たくさんあるし、

あたしはやっぱり忠義が好きだし、

この先１０年も応援出来てたらいいなぁって思う。

ｾｸｼｰﾋﾟｯｸﾞって言われてる忠義が好き。（笑

なんか人って１００％完璧な人なんていないじゃない???
それでもやっぱりｼﾞｬﾆｰｽﾞって言ったらみんな１００％に

かなり近い人達が多い中で

ﾁﾗっと見せる素の大倉忠義の抜けてる部分が

やっぱりあたしは好きだし、

より身近に感じられる大倉忠義が好き。

明日には違う人を好きになってるかもしれない。

それでも今は少しでも忠義のことを大切にしていきたい。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.07.31 Thu ほっぺたが黄色くなってきてゆ???

大倉担まひるですけどもー。

昨日から女の子の日になって爆死してました

今日もお昼すぎまでお腹痛くて瀕死になってて

薬飲んでやっと落ち着いたところです。

で、で、HDDの編集始めて気づきました。

あたし、「魔王」の１話と２話、録画失敗してるじゃん!!!!!
ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
そんなわけで「魔王」を録画されてる方で

DVDに１話と２話を焼いてくださる方いらっしゃったら

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙくださると激しく嬉しいです

ﾍﾀﾚなあたしでｺﾞﾒﾝなすって

よろしくお願いします。

お目汚し失礼いたします。

で、昨日、Webからただﾁｬﾝのお写真が届きまして

見た瞬間に　　　ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! 
ってなりました。(笑
もうただﾁｬﾝったら!!!!!
あたしはどうやら大倉忠義の呪縛から逃れることは出来ないようです

呪縛???(笑
これは呪いなのか???

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! 
忠義の呪いならﾃﾞﾝﾃﾞﾝOKだから!!!!!
なんかﾋﾟｰｽしてるお写真とか若干鼻の穴が広がってるとか言わない。(笑
ちょっとしゃくれ体制に入ってるとか言わない。(笑
そこも計算でｶﾜｲｲ(○´艸`)♡の。

赤で統一した衣装もｶﾜｲｲ(○´艸`)♡。



表情ならそれが１番好きかなぁ。

で、で。なんでﾄﾞﾗﾑがPearlなの???

ｽﾈｱはただﾁｬﾝのﾏｲｽﾈｱだけどﾄﾞﾗﾑｾｯﾄはただﾁｬﾝのじゃないじゃん。

なんで???
で、なんであんなｴﾛｲ顔してるの???(笑
ﾂｱT着てるやつはﾉｰｺﾒで （笑

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! 
（↑重症

あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。
しゃくれてるとか言うからﾀﾞｲﾀﾞﾏﾝのヨコを思い出しちゃったぁ。（笑

ﾏｼﾞあの横山さん、ﾎﾝﾄ最高だから!!!!!
中２の女子ﾉﾘの大倉忠義さんも大好きです♡

中２の女子って （笑

想像しただけで萌え♡ってなるよ。

で。で。Webを見ました。

ほっぺたの辺りが黄色くなってきてゆって!!!!!

むっちゃかばえぇ!!!!!♡（声低め。(笑

なでてなでてこねくりまわしたくなるわ。(笑
どんだけ 食べてんの???
可愛くて死んだう♡

そんなあたしは今日は冷麺です♡

しかも手打ちです♡

ｷﾞｶﾞﾝﾄｳﾏｽ♡



ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! 

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.02 Sat 地道な応援が花咲く時もある。

大倉担まひるですけどもー。

今週はSALEの準備で忙しく

家に帰ってきても女の子の日でｸﾞｯﾀﾘ

今日も帰ってきたのは２２時を回ってたんですが

「魔王」がやってない。(;∀;)
野球（？）で延長になってたみたいで。

また録画失敗しました

誰か心優しい方いらっしゃったら「魔王」をDVDに焼いてくださると

激嬉しいです

よろしくお願いします。

さてさて最近やたらと眠く２４時ぐらいには寝てしまってたんですが

今日は遅くまで起きています。

とゆーか眠れない

でもこの間、相方空（＠章大）に眠れないんだよねーって

ﾒｰｳ送りつけてその３分後には爆睡

どんな人よ

あ。出遅れましたが８月になりましたねぇ

太陽ｷﾞﾗｷﾞﾗですよ

あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

来週のお休みも暑い中 だわ。

朝行っても昼間行っても結局暑いってゆーね

あたし、腕には日焼け止め塗らないので

最近めっきり黒いです

元々が白いのですでにちょびりと皮がむけています

あたしはとにかく今月は春ｺﾝのｸﾞｯｽﾞと長野公演です

やっと久々にeighterらしい生活が送れますね



もうだってﾎﾝﾄｴｲﾄｺﾝなんて１年ぶりだよ

どんだけ〜???
なんかエイト以外にも好きなもの興味あるもの

たくさん出てきてエイトコンにつぎ込むお金が減っちゃったんですよねぇ。

まぁ、休みもそうなんですけど。

あたし的にはお金はもっそいｷﾂｲんですけど

楽しいです

忠義ももちろん今まで通り大好きですし

すっごい毎日が充実野菜です

毎日が順調です

ちょっと前まで忠義のことで悩んでたのがｳｿのようです。

あたしってどうしよーってなっちゃう時はもっそい悩むんですね。

でもそれも１週間も持たないんですよ。

すぐ結果出したくなっちゃうし、

焦っても仕方のない時とわかっていても。(笑

やっぱり忠義とかはこうしようとか応援の仕方って

すごく考えれば考えるだけたくさんあって楽しいんですよね。

で、ｼｭｼﾞｭとかも好きなんですけど言葉が通じない分ｻｲ（ﾌﾞﾛｸﾞ）を見ても

何が書いてあるかわからないし、

何したらいいのかとか応援の仕方がわからないんですよね。

それは韓国語をちゃんと勉強してないあたしの責任なんですが

ちょっと悲しくなります。

まぁ、そんなことで負けるあたしじゃないんですけどね。(笑
でも忠義にﾀﾞｲﾚｸﾄに伝わるﾗｲﾌﾞだったり番組の感想だったり

そんな応援をしてる時がもっそい楽しいです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。



JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.03 Sun 家族の増えた日。

大倉担まひるですけどもー。

今日、家族が増えました。

愛犬のモモﾁｬﾝです♡

仕事から帰ってきたらﾘﾋﾞﾝｸﾞにｺﾞﾛｺﾞﾛしてました。（笑

今日の午前中にﾌﾞﾘｰﾀﾞｰさんのとこに

ﾏﾏﾝとﾊﾟﾊﾟﾝで譲ってもらいに行ったらしくて

帰ってきたらｺﾞﾛﾝｺﾞﾛﾝしてました。

めっちゃ(○´艸`)ｶﾜｲｲ♡
ちなみにモモって名前はﾌﾞﾘｰﾀﾞｰさんがつけてくれました。

また少ししたら写真UPしますね

モモﾁｬﾝはとってもお行儀がよくて

ﾁｯﾁの時はちゃんと泣くんですよ。

もうめっちゃ(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲ。
ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰさんが夜鳴きしたらいつでも連れてきて

くださいね。って言ってくれたんですけど

モモﾁｬﾝ、全然夜鳴きしません

もう今日、朝５時ぐらいから起きてるから眠くて

昨日、ﾔｽｹﾝの来週の予告にやっすん出てましたね。

空（＠章大）から即効 きました。

やっぱり安倉の絡み見ると萌えますね♡

あたしまだ昨日のﾔｽｹﾝは予告しか見てなくて

その時間にﾘｱﾙに帰ってきたんで。

空と２３時半ぐらいまで してて

まぁ、あたしはつよさんのﾄﾞﾗﾏ見てたんですけど。

それ終わってから寝たんで２４時過ぎだったと思うんですけど

だから４〜５時間ぐらいしか寝てなくて



もっそい眠いです

もうすでにひっそりこっそり寝たいです。

寝かせてくだせぇ。(ノД`)
とりあえずモモﾁｬﾝのこと報告したかったんで。

寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

P.S.
「魔王」をﾀﾞﾋﾞしてくださる方を探しています。

ﾀﾞﾋﾞしてもいいよって方いらっしゃったらﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙくださると

嬉しいです。

よろしくお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.04 Mon すね毛に萌える乙女、２４歳。

大倉担まひるですけどもー。

へい。結局眠れなくなったまひるたそです

なんか今月は頑張ってﾌﾞﾛｸﾞ書こうかなぁと思ったりなんかして。(笑
会社の 使ってた頃に比べたら全然快適なのにねぇ。

なんかもっと自分の思うままにいろんなことを書けたらいいな

って思います。

あ。昨日やっとｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ８月にしたんですよ。

ただﾁｮﾝかわゆす♡

なんかすね毛見てただﾁｮﾝも男なんだなぁと

変態的視線で見ていますけどね。(笑
ﾎﾝﾄ夏!!!!って感じだよねぇ。

ｴｲﾄﾒﾝと川原でﾊﾞｰﾍﾞQとか出来たら楽しいんだろうなぁ。

あたしは忠義と一緒に買出し部隊に配属されたい

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ただﾁｮﾝと一緒にｽｰﾊﾟｰをくまなく見たい。

ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ｱｧﾊｱｱｧｧ━━*´Д
｀*━━ｱｧﾝ!!

ﾀﾊﾞｲ。鼻血が。

もちろんお泊りです

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! 



ただﾁｬﾝに夜這いをかけられたい。(切実

ひと夏のｱﾊﾞﾝﾁｭｰﾙよね。（笑

その前にその腹を引っ込めろって話ですけど

でも忠義とはひと夏と言わずずっと一緒にいたいので

ひと夏のｱﾊﾞﾝﾁｭｰﾙは成功ならず （ﾁｰﾝ

なんかｶﾚﾝﾀﾞｰ見てるとちょっと下ｱﾝｸﾞﾙから撮ってるじゃない???
もっそい忠義がﾃﾞｶく見える。

いや、実際ﾃﾞｶいんですけど。

このちょっと冷めた感じのﾌﾌｰﾝって感じの忠義が

めっちゃ(○´艸`)ｶﾜｲｲ♡
なんかｶﾚﾝﾀﾞｰ１枚でこれだけ盛り上がれるあたしは

重症だとｵﾓｰ。（笑

つーか今日いつもより暑いよね???
あたし夜はｸｰﾗｰ消すんだけど

今日はついてる。

しかもめっちゃ喉渇く。

あたし暑さにめっちゃ弱いくせに夏ﾊﾞﾃとかおこさないんだよね。

なんか食欲とか全然衰えない。

なんか無駄にﾒﾀﾎﾞってるのよね。(笑
忠義じゃないけどご飯が美味しくて （笑

あたし滅多なことでもない限りご飯抜かないもん。

風邪ひいて３８度熱があってもご飯食べてる。(笑
まぁ、さすがに胃腸炎の時は死ぬ思いをしたから

ご飯食べれなかったけどね。

なんか久々に月刊ｱﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ（ﾛｰｿﾝ限定の雑誌）を買ったのね。

ｼｭｼﾞｭとﾄﾝﾊﾞﾝが載ってたから。

で、中ﾁｮﾛっと見てわりとｼｭｼﾞｭが載ってたんで

ご機嫌で見てたらなぜかﾋﾁｮﾙだけ引きで写ってて。(;∀;)

えぇぇぇぇぇぇぇぇえ!!!!!!
って一人でなってた。

悶絶死



そうそう、あたしの職場での相方M（♂・２３歳）が夏休みをとってて

実家に帰ってるので結構寂しかったりすゆ。(笑
まぁ、明日には会えるんですけど

別に好きとかってわけじゃないんだけど

変態ﾛﾘｺﾝMとはｼｰﾓﾈｰﾀｰも出来る仲なのね。

全然気を使わないで済むし。

愚痴れるし、それにあたしのﾃﾝｿﾝ上げてくれるんだよね。

ﾑｰﾄﾞﾒｰｶｰ的存在。

あたしも長野公演の時、１週間休み取ろうかなぁ。

夏休み。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

P.S.
「魔王」をﾀﾞﾋﾞしてくださる方を探しています。

ﾀﾞﾋﾞしてもいいよという方がいらっしゃったら

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙくださると嬉しいです♡

よろしくお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2008.08.04 Mon モモﾁｬﾝです&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

(↑うちに来て１日目の朝を迎えたモモﾁｬﾝ。

お腹が空いてｸﾝｸﾝ鳴いてるところを激写。

まだ小さくて１５ｾﾝﾁぐらいしかないんだよね。

ｷﾞｶﾞﾝﾄかわゆす♡

そういや今日も４時間ぐらいしか寝てないよーな。

いつもならまだ寝てる時間です。

モモﾁｬﾝに会いたかったんだもん

（↑溺愛ちぅ。

JUGEMテーマ：わんこ

http://jugem.jp/theme/c153/1225/


2008.08.05 Tue あぁぁぁあ。純ﾁｬﾏはﾔｽｺが好きなのかぁー!!!!!

大倉担まひるですけどもー。

肩こりがひどくて本日は湿布を貼っておりまする

ﾏｼﾞね、うまく左腕が上がらないの

数日前からそんな感じだったんだけど

すっかり放置してあまりにも限界を感じたので

湿布を貼りました

今朝はモモﾁｬﾝを初披露しましたね。

真っ黒なﾜﾝｺなので完全なｶﾒﾗ目線じゃないと

目が写らないのが残念の極みです

ちなみに種類は「甲斐犬」で甲斐犬を飼うのは実は４匹目で。

でも幼くして亡くしてしまったのが２匹。

だから仕事行ってると不安になるの。

ちゃんとモモﾁｬﾝ元気にしてるかなぁ???って。

もう家族揃って溺愛です

(○´艸`)ｶﾜｲｲ♡です。

あ。あたしまだ先々週と先週のﾔｽｹﾝ見てないの。(;∀;)
何気、先週女の子の日で苦しんでたから

全然DVDとか見る余裕なくて

だから今週のお休みに見たいと思います

なのでもっそい時代に取り残された感のある感想なんぞ

書いてるかもしれませんがお許しくださいまし。

でも予告で純ﾁｬﾏが広末さんにほっぺた殴られてるｼｰﾝあったじゃない???
やっぱり???やっぱり純ﾁｬﾏは原作通りﾔｽｺを好きなんでしょうか???
そしたらやっぱり最後の方にはﾁｯｽですよね???
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
はぁ。いよいよ忠義もﾁｯｽ解禁か???



こえぇ。(ノД`)
あたしのその精神状態を考えると尋常じゃないかと。

でもね、あたしﾎﾝﾄ純ﾁｬﾏがすごく純粋な人で嬉しい♡

まぁ、あたし的には純ﾁｬﾏのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄもすっごく嬉しかったの!!!!!
例え辞書（？）参考書（？）でも毎日抱いて寝るぐらい。

でもそれより純ﾁｬﾏが家庭教師してくれたらなぁと。

でもあたしきっと純ﾁｬﾏに見とれて勉強どころじゃないかもねぇ。(笑
で、思った。やっすんの山田役は眼鏡は必要ないんじゃないかと

あぁ。でも巷の眼鏡女子萌え♡にはたまらない姿なんだろうなぁ。

ﾌﾞﾗｯｸ安田が楽しみですね。

なんかそろそろﾃﾝﾌﾟﾚ飽きてきたんだよね

早すぎじゃね???って声もあがりそうですが

なんかその時の気分なんですよね。

まひる名義じゃないﾌﾞﾛｸﾞもいくつかやってて

そっちのﾃﾝﾌﾟﾚも変えたいし。

なんか夏〜!!!!!って感じのやつ作りたいんですよねぇ。

(↑これ苦手

なんか恋空のﾄﾞﾗﾏ、視聴率悪かったみたいですね。

あたしもまだ見てないし。

仕事に行ったら職場の相方M(♂）が悪がﾓﾃﾙのは不服だと嘆いておりました。(笑
Mらしいなぁと思って。

でも絶対Mは最後まで見ると思います。(笑
そう、それでMの実家が○新宿らしいんですが

あたしの友達にも○新宿にいるんですよ。

でも何丁目とかも忘れてしまったし、

苗字も忘れてしまって

Mに聞けず終いなんですよねぇ。

ﾗｲﾌﾞ友達で全然学校の友達とかじゃないんですよ。

だから昔のｱﾄﾞﾚｽ帳引張りだしてるんですが

なかなか見つかりません

あたし、「魔王」の韓国盤見たいんですよねぇ。



結局は韓国の映画やﾄﾞﾗﾏが好きってことで

少しづつ少しづつ韓国に馴染めたらいいなぁって思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

P.S.
「魔王」をﾀﾞﾋﾞしてくださる方を探しています。

ご親切な方でﾀﾞﾋﾞしてもいいよ〜って方が

いらっしゃったらﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

切実に困ってます。

よろしくお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.05 Tue 眠い。

大倉担まひるですけどもー。

なんか やむの待ってたらこの時間に。

しかも起きたのが１４時半でした。(笑
まぁ、昨日寝たのも４時ぐらいだったしなぁ。

疲れてたんでしょう。

なんか目覚ましかけずに寝れるって幸せだなぁと。

まぁ、起きるまでに何度か目を覚ましてるんですけどね。

で、起きたら だし。

まだ眠くて頭ぼんやりしてる。

なんか最近異常に眠いんだよね。

なんかそういや、夏ﾄﾞﾗって基本的に視聴率って低いんだってね。

夏休みとかで にいないことが多いから。

なのでﾔｽｹﾝは良い方みたいだけど。

ちょっと安心しました。

うわ。ﾁｮｰ眠い。

また後で書きます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.06 Wed 忠義と白いご飯と８時間睡眠。

大倉担まひるですけどもー。

今日は仕事の時間ずらしてもらって

朝一で に行って１０時までに職場につきました。

で、１８時まで仕事して帰りに本屋に寄って雑誌を物色して

帰ってきました。

なんかﾌﾞﾛｸﾞに役立つ本もないかなぁって探してたんだけど

当たり前のことしか書いてなくて

結局買わなかった。

うーん。後はｿﾌﾄかなぁ。

でもｿﾌﾄとか無駄にお金出したくないし。(笑
でもﾍﾟｲﾝﾄｼｮｯﾌﾟとか買うと本がたくさんでてるから

結構幅が広がると思うんだけどねぇ。

まぁ、そんな感じです。

今日は頑張って遅くまで起きててやらなくちゃならないこと

たくさんあるからやるべ。

明日休みだし。

昨日とかﾎﾝﾄ眠くて頭ぼやーっとしてて

それでもﾍﾞｯﾄﾞに入ったのは２４時ぐらいだったんだけど

実際寝たのは朝４時ぐらいで。

それで７時起きだったから実際は

眠いはずなんだけど今日はそんなに眠くないんだよね。

まぁ、問題は２０時頃と２２時頃なんですけどね。

このﾋﾟｰｸを超えればなんとか。(笑

なんか今日はTV誌を中心に買って帰ってきたんだけど

純ﾁｬﾏがたくさん笑ってるぅぅー♡

なんかｼﾞｮﾝかな???



やっすんと一緒のやつとかあって

あれなんか２人共ﾁｪｯｸの服着てるでしょ???
なんか兄弟みたい♡

あと日経ﾍﾙｽも買ったんだけど

なんか忠義の右目がｳﾙｳﾙしてるように見えるんだけど

あれはﾎﾝﾄにｳﾙｳﾙしてる???
これは買いかな。

なんかﾄﾞﾗﾏとか始まると睡眠時間が４時間以下って聞くけど

忠義はちゃっかり８時間寝てるのね。(笑
あたしは前はﾊﾟﾝ派だったんだけど

今は断然白いご飯派。

白いご飯に納豆とかｷﾑﾁとか鶏のから揚げとか最高〜

昨日、ﾏﾏﾝが出かけてて（外食）帰りに何買ってく???
って があったから「おにぎりとから揚げ」って。(笑
もうそれだけで昨日は幸せだった

あと最近ひじきご飯とかもﾊﾏってて。

ﾏﾏﾝが時々作ってくれるんだけど

何杯でもいけちゃう

ﾏｼﾞ食べ物の話してると忠義級に幸せなんですけど

そ、そ。ｷﾞｬｵﾏｶﾞも買ったんだけど

松ｹﾝがｶｯｺｲｲ〜♡

なんか基本的にｦﾀｸ役をやらせたら天下一品ですよね。

松ｹﾝの横顔が大好きです

ｷﾞｬｵﾏｶﾞにはﾔｽｹﾝとﾗｲﾌﾞの記事が載ってたけど

あたしエイトが１ﾍﾟｰｼﾞ載ってたら買う人だから

あたしの買いはあてにならないです

しかもｷﾞｬｵﾏｶﾞは松ｹﾝ目当てで買ってるし

あ。でも日経ﾍﾙｽは買いね。(笑
忠義がｶｯｺｲｲから!!!!!!



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

P.S.
「魔王」ﾀﾞﾋﾞしてくださる方見つかりました。

おかもさんありがとうございます。

後ほどﾒｰﾙ致します。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.07 Thu 今夜のあたし。

大倉担まひるですけどもー。

なんかちょっと本気で画像いじるの勉強しようかなぁ

って思って

なんかいろいろﾚｸﾁｬｰｻｲﾄを覗いてみたりもして

あとﾌｫﾄｼｮｯﾌﾟを買おうかﾏｼﾞで悩んでﾔ○ｵｸ見たりして

ﾊﾞｶ高い値段に手が出ず、結局やっぱりﾚｸﾁｬｰｻｲﾄで

勉強するしかないなぁと。(笑
なんかでもあんまりｺﾞﾃｺﾞﾃするとｶﾞｷくさいよね。

元々ｼﾝﾌﾟﾙな感じが好きだし。

でもｺﾞﾃｺﾞﾃしたのも可愛くて好きなんだぁ。

なんかﾊﾟﾊﾟﾝが異常なぐらいにモモﾁｬﾝを溺愛してて

毎晩一緒に寝てるみたいで。(笑
で、夜中の３時ぐらいからモモと遊んでるらしくて。(笑
ご飯食べてる時もなんかずっとモモを見ながら

ご飯食べてて。(笑
一生懸命モモのご飯をふーふー冷ましてるし。（笑

まぁ、それだけモモが可愛いんですが。（笑

でもモモはまだあたしになついてないので

ちょっと寂しいんですよ。(ノД`)

なんか眠くなってきたので寝ます。

また明日。





2008.08.07 Thu 嵐ってすごいなぁ。

大倉担まひるですけどもー。

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

明日から怒涛の４連勤が始まるぅー。(;∀;)
いつものことながらめっちゃ憂鬱。

仕事は嫌いじゃないけど

時々ﾌﾟﾁって切れそうになる時があるんだよね。(笑

あ。今日はコードブルーじゃなくて嵐の番組見てたんだけど

面白い。

しかも初めて見ました。

あたしの大好きな相葉＆櫻井コンビだったから

余計にテンソン上がりました。(´艸`)
相葉ﾁｬﾝやっぱ面白いわ。

そういやうたばんも嵐だったよね。

あの曲すごく好きだから録画してなかったことに

凹み。（∋_∈）

トークも面白かったし、あたし、なんか嵐が更に好きになりました。

あ。ちなみに今日、携帯更新です。(´д｀)
なのであまり長くは書けないのですが[:パー:]

長野の[:チケット:]が月曜日配達予定だそうで。

いよいよですなぁ。

長野。



席とかは全然気にしてなくてただ相方の空と

一緒なのが嬉しくて[:ハート:]
楽しんで来るぞぉー[:ハート:]



2008.08.08 Fri 08.08.08

大倉担まひるですけどもー。

08.08.08
今日はｴｲﾄﾃﾞｰですね。

eighterになって何度目のｴｲﾄﾃﾞｰになるんだろ。

毎年こうしてお祝いできることって

やっぱり素晴らしいことだと思う。

今年は特にﾄﾘﾌﾟﾙだしね。

これからもずっとずっと好きでいたい。

ｴｲﾄも忠義も。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/


2008.08.08 Fri 鈍感力。

大倉担まひるですけどもー。

疲れたぁぁぁぁぁ

まだ左肩が上がらない状態

まだまだ仕事なのになぁ。

昨日は から失礼致しました。（ﾍﾟｺﾘ

もうだって眠かったんですもん

でもしっかりﾚｺﾒﾝの全国放送から聴きました。

なんかﾚｺﾒﾝ、もっそい久々。

あたし、ヒナﾁｬﾝの声に弱いんですわ

普段は全然なんともないのに

ﾚｺﾒﾝの声だけのヒナﾁｬﾝにもっそい萌える

うーん。萌えるってゆーか落ち着く。

あたしきっとヒナﾁｬﾝのしゃべり好きなんだろうね。

やっぱり大人だよね。

鈍感力の人。（笑

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

激しく肩が痛いので話も途中ですが終ります。

すみません。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.10 Sun ﾔｽｺ気分でたりらりら〜&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

昨日ﾀﾞｯｼｭで帰ってきて２０分ぐらい

ﾔｽｹﾝが見れました。

ﾐｯｷｰの腹黒さに「ｷｰｰｰｰｰｰっ!!!!」ってなってました。（笑

やっぱあの腹黒さにはやっすんとﾒｶﾞﾈよね???（笑

なんか純ﾁｬﾏがｴﾘｶに反抗してるとこに萌え

しかも結局やっかし純ﾁｬﾏはﾔｽｺのこと好きなのよねぇ

なんか勝手にﾔｽｺ気分で見てましたわ

でもなんかもっそい照れくさかったです

（↑お前がか???
仕事人のﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ以来の照れくささです （笑

椿くん、あたしもよ って必死で目で訴えてました。

まぁ、そんなわけでﾐｯｷｰと純ﾁｬﾏの殴り合いのｼｰﾝにﾄﾞｷﾞﾏｷﾞしながら

やっかし照れくさかったです

ﾀﾊﾞｲ。これは休みの日にﾘﾋﾟﾘﾋﾟしないとね

世界の果てにｲｯﾃQなんだけど

ﾔﾊﾞｲなぁ。

最近何も写真撮ってないでしょ???
最近何も買ってないし、どこも行ってないもん

まぁ、モモﾁｬﾝぐらいかなぁ。

最近の変化って。

なのにね、あたし今日２日ぶりぐらいにモモを見たのよ

ここ２日ぐらいﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝが出かけてて

モモを連れて出かけてたからあたし全然モモに会えなくて

今日仕事から帰ってきたらモモがお庭を散歩中で

もっそい足にまとわりついてきて

すっごい喜んでて忘れられてなかったんだと思って安心しました。



で、昨日友達からｼﾞｬﾆ勉のDVDが届いたので

とりあえずこれも休みの日に

なんか見てないDVDとか溜まってるから時間を有効に使って

見ないとﾔｯﾊﾞｲ。

ぶっちゃけ夏祭りにっぽんの歌とかもまだ見てないし。(;∀;)
どんだけ〜???

(↑ｼﾞｬﾆ勉のDVD４枚と別の友達にﾀﾞﾋﾞってもらったｴｲﾄのPV集。

NEWSのPV集もありますだ

とりあえず網羅してます♡

そんな感じで今からPV集でも見ようかなぁと思ってます寄って煮。

また後で書けたら書きます♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

ぼちぼちやってきたいなぁと思ってます。

ﾎﾝﾄお待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。(;∀;)
ｺﾒﾝﾄは励みになるので随時お待ちしております♡♡♡ｳﾌ♡

お気軽にどぞ。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.11 Mon PVを振り返る回。

大倉担まひるですけどもー。

で。で。
PV集を見てたんですけどそうなんだよなぁ。

ﾚｲﾆｰまでは博貴もいるんだよねぇ。

なんか妙に８人なことに感動した。(;∀;)

↑いろは節。

なんかこの曲を聴いたのがﾄﾞﾘﾎﾞでヒナﾁｬﾝに振り付け教わったっけ。(´- -`)
まさかこの曲でﾃﾞﾋﾞｭｰするとは思っても見ず。

妙にｺﾞﾘ押しすんなぁぐらいにしか思ってなかった。(´- -`)（笑

でも握手会でのこのﾊｯﾋﾟ妙に印象に残ってます。



↑ﾚｲﾆｰ。こっちはたぶん雨降りVer.
すいません。あたしもこの曲、ヨコと同じとこで

間違うんですけど。(爆笑

↑好きやねん、大阪。

異常にこの曲の振りが好き♡

たっとぅん、髪が短くてめっちゃ(○´艸`)ｶﾜｲｲ♡

↑OSAKAおばちゃんROCK。



この当時ぐらいまで関西ごり押しｱｰﾃｨｽﾄでしたよねぇ

なんか衣装の肩ﾊﾟｯﾄにびっくりみたいな。(笑

↑関風ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞ。

あたしの中で１番ｲﾝﾊﾟｸﾄの薄いPV。
でもこの頃からすっごい忠義人気上昇。

↑ｽﾞｯｺｹ男道。

幼稚園児か???
なんか少々ｴｲﾄ路線に疑問を感じたPV。



↑ｲｯﾂﾏｲｿｳﾙ。

１番衝撃的だった衣装。(笑
まぁ、ｽﾞｯｺｹもすごいなって思ったけどね。

でも忠義はｷﾞｶﾞﾝﾄかわゆす♡だった。（笑

↑ﾜｯﾊｯﾊｰ。

１番好きなPV。
たぶんeighter全員がそう答えると思う。

あたしは忠義のﾋﾟｺﾋﾟｺﾊﾝﾏｰとﾓｼﾞﾓｼﾞくんとやっすんの蜂が好き。



そろそろ寝ますよ〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

そろそろ再開する予定なのでもうしばらくお待ちください。

ｺﾒﾝﾄは励みになるのでお気軽にどぞ。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽをﾎﾟﾁっとね。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.12 Tue 夏休み決定。

大倉担まひるですけどもー。

夏目友人帳の主人公の夏目が相葉ﾁｬﾝに似てると

思うのはあたしだけー???
美化しすぎ???(笑
相葉ﾁｬﾝを???
夏目を???
まぁ、気になる人は見てぜひご意見を

いや、ｷｬﾗとかは全然違うよ。

見た目ね。ﾋﾞｽﾞ。

今日ね、空（＠章大）から長野の 届いたよー♡

って きてｽﾀﾝﾄﾞ７列だったのね。

それは全然問題なくて。

何が楽しみって空と長野にﾄﾞﾗｲﾌﾞしながらｴｲﾄｺﾝ観に行くってゆー

過程が楽しみなの。あたしは。

そう今回あたし達は で行くのです♡

あ。ちなみに３０日の１部に参戦予定です。

行かれる方にもぜひ会いたいなぁと思ってるんですが

空は小さい子供を に置いてくるので

あまり時間は作れないかなぁって感じです。

まぁ、まだ空と計画も練ってないので長野に何時まで居られるかとか

わかんないんですけど

たぶんﾗｲﾌﾞが終ったらすぐ帰るようなことになるかと

思います。

会いたいねって声かけてくださった方、確実に会えるお約束が出来ませんのぉーです。(;∀;)
もし確実だったらまたあたし１人でも関東、関西ﾁｮﾛﾁｮﾛしてるのであたしが１人の時に

会えたらいいなぁって思ってます。

まぁ、あたしなんて会っても全然面白みにも欠けるﾔﾂなんで

期待しないでくださいね。(笑



ｱﾊﾊﾝ♡

つーか日曜日にお中元でﾊｰｹﾞﾝﾀﾞｯﾂのｱｲｽが配達されるはずだったのに

ﾏﾏﾝが出かけてて受け取れなくて

で、今日も持ってくるだろ精神のﾏﾏﾝはﾔﾏﾄに しなくて

結局あだじのﾊｰｹﾞﾝﾀﾞｯﾂがぁー。(;∀;)
届いたら腹壊すぐらい食べてやる。

で、もうお盆じゃないですか???
うち、新盆なんだよねぇ。

なので何かと忙しいかと。

あ。ちなみにあたしの仕事にお盆休みはありません

でも代わりに夏休みを８月２６日〜３１日までもらうことになったんです。

結局GWのお休みも小分けにいただきまして

全然大型連休ではなかったのですが (;∀;)
なので久々の連休〜♡〜(^Д^〜)
長野以外はｴｲﾄとﾃﾞｰﾄの準備期間と後は引きこもりです。

たぶん でDVD見てるかと

もうね、あたしの仕事って接客業だからすごいたくさんのお客さんの顔を

見るわけ。

そうするとﾎﾝﾄ休みにどこにも出かけたくなくなる

買い物はあんまり悩まないからちょこちょこーっと見て

買ってくるもん。

まぁ、化粧品関係とかﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱとか本屋とかCDｼｮｯﾌﾟとかは

休みがあったらだいたい行くね。(笑
で、今、ﾎﾟﾛｼｬﾂが欲しいんですけど

あたしはﾎﾝﾄ普段はｶｼﾞｭｱﾙ派でTｼｬﾂにｼﾞｰﾝｽﾞとかｼｬﾂにｼﾞｰﾝｽﾞとかﾃﾞﾆﾑとかが

多いかなぁ。

あたし何年前だろ???
３年ぐらい前に忠義が着てたﾄﾞﾙｶﾞﾊﾞのﾎﾟﾛｼｬﾂがすっごい可愛くて

欲しかったんだよねぇ。(;∀;)
ﾏｼﾞ雑誌で一目見てﾔｯﾊﾞｲ忠義かばえぇ♡って思って

いや、忠義じゃないな。

ﾎﾟﾛｼｬﾂかばえぇ♡だな。

結局探したんだけど在庫なくて



買えなかったってｵﾁね。(;∀;)
ちなみに髪型は黒のｾﾐﾛﾝｸﾞです

前髪だけｱｼﾝﾒに切ってあるんだけど

伸びてきて昨日自分で切ったからもっそい微妙〜。(笑
なんか美容院行った当時はすかれすぎて空に「ｶｯﾊﾟﾁｬﾝ???」って

言われちまいましたけども。(笑
今は伸びてきていい感じです

でももう４年ぐらい黒髪なんだけど

その前は金ﾊﾟのﾎﾞﾌﾞで。

学校とかﾊﾞｲﾄ先で周りの子に「福原さんの髪の色はいいんですかぁ???」ってよく

言われてましたけど何か???
で、ﾊﾞｲﾄ先では「ﾀﾞﾒだけどいい。」って特別許可がおりてましたからね。（笑

あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

久々に金ﾊﾟにしてぇー!!!!!
意外とうちの職場堅いんですよねぇ。

ﾏﾆｷｭｱとかもﾀﾞﾒだし。

なので普段は短くｶｯﾄしてます。

ってあたし爪がおよわﾁｬﾝなので自爪は伸ばせないのですわ。

だからいつも短い爪にVIVIDな色を塗るんだけど

今年のｴｲﾄｺﾝは黄色か白を塗ろうかなぁって思ってます。

夏だしね。ﾎﾟﾛｼｬﾂ次第って感じです♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽ只今お休みちぅです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ぼちぼち始めて８月中には終らせる予定ですので

しばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄは励みになりますので

お気軽にどぞ。

ﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はﾌﾞﾛｸﾞのｱﾄﾞﾚｽ載せていただければ

お礼に伺います。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽをｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.12 Tue ★ｺﾒﾚｽ★

大倉担まひるですけどもー。

お待たせしてます。(；・∀・)
ｺﾒﾚｽを始めます。

確認してみたところ２００８年に入ってからの分を

やっていないことに気づきー。(;∀;)
ﾎﾝﾄに申し訳ないなと。

そんなわけで2008.1.1からのｺﾒﾚｽやります。

olinaさん（＠忠義）

ちびぱんださん（＠忠義）

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

ぽくたさん（＠忠義）

みぃさん（＠忠義）

彩香さん（＠忠義）

たらこさん（＠忠義）

KURARAさん（＠忠義）

みおり（＠忠義）

鈴音さん（＠忠義）

ありさ（＠博貴）

すぅﾁｬﾝ（＠すばる）

あき（＠すばる）

りぃさん

ちふゆさん

真優（＠章大）

パンパンさん（＠∞）

ヲタ嬢さん（＠忠義）

はなさん（＠忠義）

名無しさん（1/23）



彩華さん

ななﾁｬﾝ（＠高木）

ゆいさん（＠忠義）

さくら（＠ただよしんご）

よしさん

しぃか（＠忠義）

ゅかさん

名無しさん(2/4)
未樹（＠内・亮）

結希（＠すばる）

JUGEMテーマ：ジャニーズ

olinaさん（＠忠義）

中国の倉担さんですか???
すっごいですねぇ。なんか中国でもｴｲﾄが人気なんだと

知るとやっぱり嬉しいです。

あたしsuper junior-M好きなんですけど

中国でも人気ですか???
ってゆーかﾎﾝﾄｺﾒﾚｽお待たせして

ｺﾞﾒﾝなさいでした。

大いに反省しておりまする。

ありがとうございます!!!!!
あたしのﾌﾞﾛｸﾞなんかでいいんですか???
嬉しいです。暖かい気持ちになれて

元気になれるって言ってもらえるのが

やっぱり嬉しいです。

今も見てくださってるのでしょうか???
また良かったらｺﾒﾝﾄくださいね。

ちびぱんださん（＠忠義）

お久しぶりです。

ｺﾒﾚｽﾎﾝﾄに遅くなってすみませんでした。

SHOCKの忠義交互出演の誤植はﾎﾝﾄに衝撃でした。(笑

http://jugem.jp/theme/c79/25/


今だから笑って言えるけどあの時はﾎﾝﾄに

笑えない数日を過ごしましたよ。

ありがとうございます。

あんまり丈夫じゃない体なんで大切に

していきたいと思います。

これからもよろしくお願いします。

SHOCKのﾋﾟﾝｸのｽｰﾂ良かったですよね。

あたしもあれ好きです♡

SHOCKのｸﾞｯｽﾞ良かったですよね。

あたしはﾊﾟﾝﾌのたちょにﾒﾛﾒﾛでした。

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

お待たせしちゃってｺﾞﾒﾝね。

今更初夢の話をすんなって感じだよねぇ。（苦笑

なんか初夢はﾊｯﾋﾟｰだったんだけど

今年はﾎﾝﾄ毎月法事に出てるぐらいで

あんまり喜ばしい感じじゃないかなぁ。

でも３日から愛犬のモモを飼いはじめて

結構ﾊｯﾋﾟｰです♡

ななﾁｬﾝもたちょﾒｰﾙこなかったんだ???
あれはね、なんか結構ｼｮｯｸ。

せっかく頑張って書いたのにｽﾙｰなんて。

ななﾁｬﾝもやっぱりﾄﾞﾗﾏｰ好きなんだ???
なんだろうね。これって。(笑
ﾖﾃﾞｨｰｶｯｺｲｲよねぇ♡

あたしもTOKIOだと松岡くんだし、Qだとﾖﾃﾞｨｰだし。

あ。でもFIVEは中江川くんかなぁ。

すば倉ﾗｲﾌﾞの時にすごくかっこよかったんだよねぇ。

ぽくたさん（＠忠義）

今年前半はほとんど絡めなかったので

これから絡めたらいいなぁって思ってます。

ﾌﾞﾛｸﾞにも遊びに行きますね。

そうなんですよねー。

朝５時からぴあに並んだのにもしSHOCKが交互出演だったら



ぶっ倒れてましたよ。

無事見れて良かったです。

みぃさん（＠忠義）

なんか無事にSHOCK観れて良かったですよね。

あたしも朝５時から並んでﾁｹｯﾄ取れてよかったなぁって

思いました。

ﾎﾝﾄにSHOCKは観れてすごく良かったなぁって

思いました。

忠義にとっても大きな実りとなったと思います。

はとこがﾁｮｰｲｹﾒﾝです♡

たっちょんには全然似てないけど。(笑
誰に似てるのかなぁ???
うーん。しいてあげるならゆっち???
ゆっちってｲｹﾒｿだったっけ???
どっちかとゆーとお笑い派???（←失礼な人

あぁ。博貴だ。博貴系。

そうですか???(笑
なんかこんなあたしの書くﾌﾞﾛｸﾞを好きと言ってくださるのが

やっぱり嬉しいです♡

あ。あたしと年齢も近いんですか???
わぁ。嬉しいですぅ。

たっちょんのﾏﾏたいしたことなくて良かったですよねぇ。

なんかﾏﾏﾝのことが心配でたまらないのに

一生懸命SHOCKの舞台を頑張ってた忠義はやっぱり

ﾌﾟﾛなんだなぁって思いました。

前にも書いたんですけど(笑
なんかちょっとづつ変わってきたんでお知らせ。(笑
あたし、東方神起は最近ﾁｬﾝﾐﾝが好きなんですよ。

ｼﾞｪｼﾞｭﾝもﾕﾉももちろん好きなんですけどね。(笑

彩香さん（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

ﾁｹｯﾄが取れないってのが１番切ないですよね。



これから忠義ｿﾛｺﾝとかありますけど

あたし全くﾁｹｯﾄ取れる気がしませんもん。(;∀;)
ﾎﾝﾄ８→１になれたらいいなって。

やっぱりWebでどこにも属してないのが

すごくつらいし、やっぱり戻れる場所があるなら戻らせて

あげて欲しいなって思う。

やっぱりたっちょんって頑張ったら頑張った分だけ

自分の力に変えてしまうとこがあたしはすごいなぁって

思いますよー。

そうですかぁ???
あたしのたっちょんへの愛は大きいですか???(笑
そう言っていただけると嬉しいです。

これからも頑張ろうって思えますね。

ﾎﾝﾄにありがとうございます。

たっちょんのﾏﾏﾝたいしたことなくて良かったですよね。

ﾏﾏﾝのことが心配だけど仕事をいつもと同じように

こなした忠義はやっぱりﾌﾟﾛだと思いました。

たらこさん（＠忠義）

初めましてー♡

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

まだ見てくださってるかしら???
あたし全然可愛くないですよー。ﾎﾝﾄに。(笑
ぜひぜひ仲良くしてください。

KURARAさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

５０件もｴﾝﾄﾘｰして

それでやっと取れた１公演がたっちょん出てなかったら

意味ないですもんね。

ﾎﾝﾄにKURARAさんがたっちょん見ることが出来てよかったと

思います。

それだけ価値のある舞台でしたしね。

ﾎﾝﾄにたっちょんがんばってて



そんな姿を見ることが出来てﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに良かったなと。

みおり（＠忠義）

あたし、毎日みおりのﾌﾞﾛｸﾞ見てるのね。

で、やっぱ書いてない日が続くとどうしてるかなぁ???
って不安になる。

忠義に気持ち戻ってる???
あたしも時々不安になりながら

なんとかｦﾀ続けてます。

いつでも相談とかのるから不安になったら

ﾒｰﾙしてね。

なんか削るとこって雑誌代ぐらいしかないよね???
でもあたし全然削れてない。(;∀;)
えぇぇぇぇぇぇえ。

あたしのﾌﾞﾛｸﾞ初めて読んだ時の感想が

ｽｺﾞｰｲだったの???
いやいや、それは照れるなぁ。

ありがとう。

SHOCK良かったよね。

あたしも涙流しっぱなしだったよ。(笑

鈴音さん（＠忠義）

SHOCKすごく良かったですよね。

たっちょんの常に努力する姿勢は見習わないとなぁって

思います。

あんな素晴らしい舞台に忠義が立たせてもらえたことも

すごく嬉しいですよね。

鈴音さんのﾌﾞﾛｸﾞ時々覗いてますよー。

更新頑張ってくださいね。

ありさ（＠博貴）

そういや、くらりあるの感想も送ったけど

あれは何もこないのかなぁ???



なんかちょっと寂しいよね???(;∀;)

すぅﾁｬﾝ（＠すばる）

ﾎﾝﾄ疲れた時こそたっちょんﾊﾟﾜｰだよね。

最近危機も感じたけどやっかしあたしは

大倉担しか続けられないんだなぁって思いました。

すぅﾁｬﾝもたっちょんからﾒｰﾙこなかったんだ???
なんかWebもちゃんとして欲しいよね。

あき（＠すばる）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝね。

なんかたちょからのお礼ﾒｰﾙ、くらりあるはこないのかなぁ???
なんか今は毎週椿くんが見れるからご満悦なんだけどね。

でも見れない時にたちょからのﾒｰﾙ読んで元気になりたいのに。

ヒナﾁｬﾝに(*ﾟーﾟ)ﾀﾞｯｺ♪される夢とか:*:・テレ(*´エ｀*)テレ・:*:

りぃさん

お久しぶりです。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

くらりあるはたちょﾒｰﾙこないんでしょうか???
感想書くのがいっぱいいっぱいでﾒｰﾙが来るかどうか確認しなかった

んですよねぇ。

くるといいなぁ。

ちふゆさん

いやぁ、鼻血心配してくださってありがとうございます。

あれから鼻血も出なくなり

あたしの体質は病院へ行くぞ!!!ってなると

緩和されるようで。

でもそんなに簡単に治るなら今度鼻血太郎になったら

ちゃんと病院で治したいと思います。

ご心配いただきありがとうございます。



真優（＠章大）

今度のﾌﾞﾛｸﾞﾀｲﾄﾙもいいよね。

なんかちゃんと章大のｲﾆｼｬﾙが入ってるとこが

素晴らしいなぁと。

真優の章大への愛を感じます。

またﾌﾞﾛｸﾞ遊びに行きますね〜♡

パンパンさん（＠∞）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

韓国の方なんですねぇ。

ｴｲﾄは韓国でも人気ですか???
まだここ読んでくれてたら嬉しいです。

ヲタ嬢さん（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

今でもここ見てくれてると嬉しいなって思います。

お互いeighterとしてｴｲﾄの応援頑張りましょうね。

はなさん（＠忠義）

お久しぶりです。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

そうなんですよねぇ。

やっぱり忠義に簡単に会えるなんて思ったらﾀﾞﾒなんだなぁって

思います。

次会うまでに自分をこうしたいとか

そうゆう目標みたいなもの作ったら自分磨きにも

なるし、忠義に次会うのが楽しみになると

思うんです。

お互い頑張りましょうね。

名無しさん（1/23)
あたし、結局、冬に風邪ひかなかったですね。(笑



去年、夏風邪ひいてだいぶ懲りたので今年は夏風邪ひかないように

体力つけて頑張ります。

そうなんですよー。

東方神起とsuper juniorとSS501が好きなんですよねぇ。

韓国のお友達も東方神起好きなんですか???
なんかあたしは韓国語が全くわからないので

今年は頑張って勉強しようと思います。

彩華さん

初めまして。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

ﾖﾃﾞｨｰｶｯｺｲｲですよね。

あたしﾖﾃﾞｨｰはQ結成前から大好きで。

名鑑見ながらﾔﾍﾞｪって思ってました。(笑
FIVEはたぶん中江川くんを中心にﾗｲﾌﾞやったりしてるっぽいです。

すば倉ﾗｲﾌﾞの時そんな感じだったんで。

FIVEはﾎﾝﾄにｶｯｺｲｲんでまたすばﾁｬﾝのﾗｲﾌﾞ観に行きたいんですけどねぇ。(;∀;)

ななﾁｬﾝ（＠高木）

久しぶり〜。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝねぇ。

高木担になったんだね。

今、ﾌﾞﾛｸﾞに携帯から飛ぼうと思ったら

飛べなかったので良かったらまたﾌﾞﾛｸﾞのｱﾄﾞﾚｽ

教えてくれると嬉しいです。

ゆいさん（＠忠義）

お久しぶりです。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

帝劇で会えた時は嬉しかったです♡

それとお手紙もありがとうございました。

すっごく心のこもったお手紙でなんだか照れくさかったです。

あたしすっごく人見知りするので

うまく話せなくてﾎﾝﾄｺﾞﾒﾝなさい。(;∀;)



でもあたしはゆいさんとお話できてすごく

楽しかったです。

こんなあたしですがまた機会があったら

ぜひ会ってくださいね。

よろしくお願いします。(ﾍﾟｺﾘ
あ。ﾎﾝﾄにゆいさんはあたしの友達のゆいﾁｬﾝに

似てるんですよー。

ちょっとﾄﾞｷﾄﾞｷしちゃいました。（笑

さくら（＠ただよしんご）

SHOCKはﾎﾝﾄに観に行って良かったなぁって思った。

まぁ、正確には観にいけてよかっただけどね。(笑
東方神起、ﾁｪｯｸ出来た???
あたし全員の名前と顔とﾆｯｸﾈｰﾑが合致するまで

３ヶ月ぐらいかかったよ。(笑
（↑好きなくせに何それ。

時々さくらのﾌﾞﾛｸﾞも覗かせてもらってます。

すごく愛のこもったたくさんの文章に

あたしも頑張らなくちゃっていつも思います。

よしさん

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

たぶんあたしﾊﾞﾄﾝやってないですよね???
もしスルーしちゃってたらｺﾞﾒﾝなさい。

これに懲りずにまた回してくださると嬉しいです。

次回はちゃんとやらせていただきます。

ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。

しぃか（＠忠義）

久しぶり〜。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝね。

SHOCKはﾎﾝﾄに良かった。

今年、良いｽﾀｰﾄが切れたなぁって思ったもん。

ありがとう。



なんかやっぱり忠義を好きな自分が好きってゆーか。（笑

しぃかは随分ﾌﾞﾛｸﾞお休みしてるみたいだけど

元気にやってますか???
またﾒｰﾙします。

ゅかさん

初めまして。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

あたしのつたないSHOCKのﾚﾎﾟで喜んでいただけて

嬉しいです。

また良かったら遊びにきてくださいねー。

名無しさん（2/4）
ただいまです♡

あたしのﾚﾎﾟでSHOCKに行った気分になったと

言ってくださるとﾎﾝﾄに嬉しいです。

ﾌﾞﾛｸﾞやってて良かったなぁってﾎﾝﾄに思います。

ありがとうございます。

未樹（＠内・亮）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝね。(;∀;)
結局８１８行けなくなって春ｺﾝも法事が出来て

行けなかったから今年はまだｴｲﾄを見てないんだよね。

忠義はSHOCKで見たけど。

とりあえず今月末の長野公演に行く予定。

code見れて良かった♡

あれは泣けるよね。

結希（＠すばる）

久しぶり〜。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝね。(;∀;)
冬は雪が降ると交通機関が停まるから焦るよね。

夏も台風とかあるし。



なんか松原が結希にとってすごく大きなものだったみたいで

良かったなぁって思いました。

そして今度はﾄﾞﾗﾏだね。

なんかこうして活動の場が広がってくのは

やっぱりeighterとして嬉しい♡

SHOCK終ってからもMAのみなさんにはﾎﾝﾄ

大倉忠義という人が印象深いんだなぁって思って

すごく嬉しかった。



2008.08.12 Tue ★ｺﾒﾚｽ　Part2★

ｺﾒﾚｽ只今頑張って進めておりますゆ。

2008.2.5からのｺﾒﾚｽになります。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。(;∀;)

ｺﾒﾚｽ

みぃさん（＠忠義）

ちびぱんださん（＠忠義）

はなさん（＠忠義）

★みいさん★（＠忠義）

美穂ﾁｬﾝ（＠忠義）

みおり（＠忠義）

彩香さん（＠忠義）

音美ﾁｬﾝ（＠忠義）

彼方さん

夏日さん

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

ひな（＠章大）

鈴音さん（＠忠義）

海ﾁｬﾝ（＠∞）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

２月２９日までのｺﾒﾚｽをやりました。

また続きは近いうちにやろうと思ってます。

まだの方はしばしお待ちを。

ﾎﾝﾄにお待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

みぃさん（＠忠義）

SHOCKのあたしのつたないﾚﾎﾟ読んでくださって

http://jugem.jp/theme/c79/25/


ありがとうございました。

喜んでいただけて嬉しかったです。

SHOCK以来ずっといろいろあってｴｲﾄに触れる時間が少なかったので

長野公演に行けるのがすごく楽しみです。

おばあちゃん亡くなられたんですね。(;∀;)
やっぱりいつも一緒の家族が１人でも居なくなると

寂しいですよね。

あたしもいつも一緒の時はやっぱりｲﾗｲﾗする時も

ありましたよ。

でもやっぱり亡くなった時に後悔したくないから

自分の出来る限りのことはしてあげたいなって。

ただそれだけのことなんですよね。

そうですよねぇ。

ｴｲﾄ以外の仕事で頑張ったらまた力になって

それがｴｲﾄに戻った時にひとつの力になって

いいことだなぁって思います。

ちびぱんださん（＠忠義）

SHOCK良かったですよねぇ。

あんなに踊る忠義を久々に見た気がします。

あたしも涙涙でしたね。（笑

ﾎﾝﾄDVD出してほしかったですよね。

なんか結構期待してたんですけどねぇ。（笑

ﾎﾝﾄに大倉忠義という人はすごい人なんだなぁって

改めて感じた舞台でした。

はなさん（＠忠義）

爪って欠けた時ってなかなか伸びないですよね。

普段はｸﾞﾝｸﾞﾝ伸びるのに。（笑

８１８は都合が悪くなって行けなかったんですよ。

だから相方（＠章大）だけ別の友達誘って行ったんですけど。

あ。ありがとうございます。

あたしなんかのﾌﾞﾛｸﾞで喜んでいただけて

すごく嬉しいです。



ﾌﾞﾛｸﾞ、今お休みされてるんですか???
また再開したらぜひ教えてくださいね。

★みいさん★（＠忠義）

お久しぶりです。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。(;∀;)
春のﾂｱｰ。法事と重なって行けなかったので

まだ今年、ｴｲﾄ見てないんですよねぇ。(;∀;)
SHOCKで忠義見たきり···。

夏は長野に行く予定です。

１年ぶりのｴｲﾄなので思いっきり楽しんできたいと思ってます。

美穂ﾁｬﾝ（＠忠義）

いえいえ、あたし、実は

ﾃﾝﾌﾟﾚ作るのあんまり得意ではなくて。（笑

もっともっと勉強しようと思ってるんですが。

やっぱり舞台とかの仕事入っちゃうとﾚｷﾞｭﾗｰ番組に

出なくなって寂しいよねぇ。(;∀;)
今はﾄﾞﾗﾏがあるから毎週楽しみだよね。

みおり（＠忠義）

SHOCKのｸﾞｯｽﾞ代半端じゃなかったよね???
って最近はﾗｲﾌﾞのｸﾞｯｽﾞ代も半端じゃないんですが。

あたしもｱｸﾃｨﾌﾞになりたいわー。

まぁ、お金と時間に余裕があったらの話ですけどねぇ。

もうどっちも余裕なくて常にﾃﾝﾊﾟってるもん。

彩香さん（＠忠義）

８１８の当日券取れましたか???
なかなか当日券ってﾄﾞｷﾄﾞｷですよね。

やっぱり舞台のお仕事入っちゃうとﾚｷﾞｭﾗｰ番組の撮影にも

出られないですからねぇ。

それは仕方のないことなんですよね。



たっちょんの体が２つあるわけじゃないし。

あたしもたっちょんのｸﾞｯｽﾞが発売したら全部買うと

思いますわ〜。（笑

今からｿﾛｺﾝのｸﾞｯｽﾞが楽しみですね。

保育士さんになりたいんですねぇ。

子供好きなことってすごくいいことだと思うし、

夢を持つっていいことだよね。

あたしも夢に向かって頑張ります。

「千秋楽」は「せんしゅうらく」って読みますよー。

なんかあたしも漢字とか苦手で。（笑

音美ﾁｬﾝ（＠忠義）

８１８のｸﾞｯｽﾞすごかったですよねぇ。

あたし、結局ﾊﾟﾝﾌとﾚｯｸﾞｳｫｰﾏｰとﾊﾟﾝﾂ買いましたもん。

忠義ﾃﾞｻﾞｲﾝのｸﾞｯｽﾞとか出たら確実に買いますね。

忠義ﾃﾞｻﾞｲﾝじゃなくても買うと思いますけど。（笑

音美ﾁｬﾝは福岡住みなんですねぇ。

うーん。九州はあんまり行かないかもしれないです。(;∀;)
すみません。

行っても大阪までぐらいだと思います。

あたしは山梨に住んでるので福岡に行くのに一端東京に出ないと

ならないんですよね。

だから連休とかじゃないと行けないんで

なかなか休みを取るのが難しくて。

それで最近大阪にも行ってないんですけど。(;∀;)
えぇぇぇぇぇえ???
憧れの存在ですか???
ﾏｰｼﾞですか???
嬉しいですねぇ。

彼方さん

そうですよね。

変な噂信じたりするのが１番本人が

つらいんじゃないかって思いますね。

だから忠義を信じてあげなくちゃですよね。



ありがとうございます。

夏日さん

悪い噂信じたりするのはやっぱり

よくないですよね。

忠義本人がそうゆうことされるの

１番つらいと思いますし。

はい。これからも頑張ってﾌﾞﾛｸﾞ書きますね。

これからもよろしくお願いします。

ゆりえﾁｬﾝ（＠忠義）

あたしもですよー。

ちょっと天然な人に弱いみたいです。（笑

SHOCKのDVD化してほしかったよねぇ。

なんか忠義の成長を少しづつ見られるのが

やっぱり嬉しい。

今もﾄﾞﾗﾏで頑張ってる忠義を毎週見れるのが

すごく楽しみ。

あたしもくらすますのお礼ﾒｰﾙ届かなかったよー。(;∀;)
で、友達に送ってもらったよ。

ひな（＠章大）

久しぶり〜。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝね。(;∀;)
うん。理屈じゃ解決出来ないことって

たくさんあるよね。

なんかｦﾀ卒しそうになりながらも

それでもやっぱり忠義から離れられなくて

図太く生きてますよ。（笑

鈴音さん（＠忠義）

ありがとうございます。

あたしの書く文章が好きと言ってくださって



嬉しいです。

これからも忠義愛を貫いて頑張っていくので

ぜひぜひよろしくお願いします。

海ﾁｬﾝ（＠∞）

たっちょんの書く文章ってﾎﾝﾄにいいよね。

忠義の人柄が出てるんだろうね。

暖かい人をほっとさせる人柄。

そんなたっちょんが大好きです。

えぇぇぇぇぇぇぇえ。

そんなたっちょんの文章と同じぐらい

あたしの文章が好きなんて。(〃‾ー‾〃) 
なんかそう言ってもらえると嬉しいです。

海ﾁｬﾝ、仕事頑張ってるみたいだね。

なんか楽しくやれてるみたいであたしも嬉しいです。

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

なんか結局モバやめちゃったんだよね。

なんか時間なくて放置すること多くて。

ﾎﾝﾄｼﾞｬﾆにめっちゃお金かけてるよねー。

特に見返りもないのに。

うーん。でも癒してもらってるし、

ﾊﾟﾜｰもらってる部分では見返りもらってるのかもね。



2008.08.13 Wed ﾘﾋﾟﾘﾋﾟしませう。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は朝まで眠れなくて

朝１０時頃から寝たんだけど暑くて

あんまり眠れなくて

で、ｺﾒﾚｽを夕方から始めたはいいけど

頭が痛くて結局４月ぐらいまでｺﾒﾚｽ終らせる予定が

２月までしかできなくて。(;∀;)
ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。(;∀;)
８月中には全部終らせる予定でいますんで

しばしお待ちを。

急ぎの用件のある方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

ﾖﾛﾋﾟｺ。

その際に出来たら のｱﾄﾞじゃなくて のｱﾄﾞだと助かります。

当方、夜中に を読むので だと

を返せず返事が遅れます

そう、まだｦﾀ誌買ってないんだよねぇ

もう全然お金がまわらない。

うちの会社、もっそいﾎﾞｰﾅｽ少ないし

しかもそれも貯金なんだよなぁ。

あたし、保険に入れないから入院とかしたら

全部自腹なのね。

だから毎月のお給料とﾎﾞｰﾅｽとかもほぼ貯金で。

（↑でもひっそりこっそり を買おうか迷ってる。

薬を飲んでるうちは仕方ないんだよなぁ。

なんか全然薬の必要ない体になりそうにないし

切ない···｡(;∀;)
明日、ｦﾀ誌買ってこよ。



今日は仕事から帰ってきたらすぐ新盆のお手伝いしてて

さっきまでお客さんを出迎えてました。

明日のお休みは１日こんな感じだと思います。

まぁ、ｦﾀ誌は買いに行くんですけども。（笑

あと民ﾁｬﾝの新盆でもあるから兄ちゃんち行かないとならないし。

結構忙しいらしい。

ひっそりこっそり実は民ﾁｬﾝの孫なんだけど

兄ちゃんが養子に入ってて戸籍上民ﾁｬﾝの息子ってことに

なってるんですわ。

だから民ﾁｬﾝの面倒はうちでみてたけど

お葬式は兄ちゃんが出したんだよね。

まぁ、うちの家庭環境は複雑なんですわ。

あたしも福原家の養女だしね。

うん。ﾎﾝﾄの両親は別にいるの。

あたしはﾎﾝﾄの両親の顔を知らないんだけど

別に探そうとも思ったことないよ。

たぶん今幸せだからだと思う。

うん。ﾎﾝﾄに。

今からﾔｽｹﾝ見ます♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽ只今少しづつやってます。

今月中には全部終らせる予定ですので

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


まだの方はしばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄは２４時間お待ちしてます。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽをﾎﾟﾁっとお願いします。

ｺﾒﾝﾄもいただけると嬉しいです♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.15 Fri 互いに信じあえる関係。

大倉担まひるですけどもー。

今日は１日新盆のお手伝いしてて

１９時からﾏﾏﾝとﾊﾟﾊﾟﾝが出かけたので

弟と２人でお客さん待ってて

２３時過ぎまでﾏﾏﾝとﾊﾟﾊﾟﾝの帰りを

待ってました。

時々モモのﾁｯﾁに行って。

もうモモがすっごいなついてくれて嬉しいです

(○´艸`)ｶﾜｲｲ♡
そう、で、２１時から「ｷｻﾗｷﾞ」見てたんだけど

結構面白かった。

なんかｱｲﾄﾞﾙのｷｻﾗｷﾞﾐｷの１周忌にﾌｧﾝ５人が集まって

彼女の亡くなった真相に迫ってく話なんだけど

その過程が面白いし、

なんか最後の終わり方がｼﾞｰﾝとするんですよ。

命より大切にしてたﾌｧﾝﾚ２００通を守るために

亡くなってしまった事故なんだけど

なんかすごくﾌｧﾝを大切にしてるとこにｼﾞｰﾝときて

しまいました。

やっぱりｱｲﾄﾞﾙ好きにはたまらない作品でした。



（↑NEWSのﾗｲﾌﾞDVDやっと買いました♡

まだ全然見てないんですけどね

あたしNEWSのﾗｲﾌﾞ行ったことがないので

すごく楽しみです♡

１番最初に発売になったDVDは忠義が出てたので

買ったんですけどねぇ。

（↑ｴﾙﾚのﾍﾞｽﾄと土屋ｱﾝﾅﾁｬﾝのNANAの です。

あとｼｭｼﾞｭの写真集が発売になってるんですけど

自分で写真がｾﾚｸﾄ出来るのは嬉しいんですが

１００枚の中から３２枚しか選べなくて

やっぱりﾒﾝﾊﾞｰ全員均等に欲しいわけですよ

でもそしたら３２枚なんてあっという間で

好きなﾒﾝﾊﾞｰも選べないぐらいなんですよ

だからすごく厳選したんですけど

３２枚で３２００円もするんですよねぇ

でも届くの楽しみです♡



なんか昨日、ﾔｽｹﾝﾘﾋﾟってたんですけど

椿くんのことよりﾐｯｷｰの言葉を信じてしまうなんて。(;∀;)
ﾔｽｺ失格です。(;∀;)
でもぶっちゃければ好きな人のことってついつい盲目になって

しまってつい裏かいてしまったりするんですよね。

だからﾐｯｷｰの言葉を信じてしまうﾔｽｺは

ﾎﾝﾄに純ﾁｬﾏのことが好きなんだなぁって思いました。

あたしも好きなあまり忠義のこと信じるのが怖くなる時が

あります。

でもやっぱり好きだからこそ信じたいし、

誰の言葉より大倉忠義の言葉を信じたいなって思いました。

好きだから。

やっぱり信じてこそ忠義との信頼関係が生まれると

思ってますし、

噂に惑わされたりしちゃう部分も

あったりするけどそれでも忠義を信じたい。

あ。今日のﾚｺﾒﾝ、丸ﾁｬﾝがｹﾞｽﾄできてましたね♡

なんか最後の方、丸ﾁｬﾝとヒナﾁｬﾝの関係が怪しいって話になってて

疑うヨコが面白かったです。

丸ﾁｬﾝとヒナﾁｬﾝの組み合わせって意外???って感じするけど

かんなり最近親密のようですね。

前々からﾚｺﾒﾝ後にヒナﾁｬﾝと丸ﾁｬﾝで約束してたりは

ありましたけども。

やっぱりﾚｺﾒﾝ夫婦としてはヒナﾁｬﾝが取られてしまう

感じで寂しいのでしょうか???（笑

ﾔｷﾓﾁ???嫉妬???ｼﾞｪﾗｼｰ???（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽただいま少しづつやってます。

８月中には全部終らせる予定ですので

しばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄは励みになりますので

お気軽にくださると嬉しいです♡

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽをﾎﾟﾁっとお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.15 Fri ﾓﾓ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、仕事の帰りに兄ちゃんちに寄って

ご先祖ｻﾏにお線香あげてきました。

帰りにﾌﾟﾘﾝもらって帰ってきました。

早速試食。

（↑爪楊枝でﾌﾟｽって刺して出すﾔﾂです♡

（↑ちょっと出すの失敗。（笑

でもすっごい濃厚で美味しかったです♡

４ｺもらってきたのでモモにもあげたいと思います。

で、帰ってきて１９時頃からまた新盆のお手伝いして



ﾎﾝﾄ今年は忙しいー。(;∀;)
なんかまともにご飯食べてる時間がほとんどないもんなぁ。

ﾏﾏﾝとかﾊﾟﾊﾟﾝは夜出かけてご飯食べてるけど

あたしお留守番隊だからねぇ

なんか今日、ﾏﾏﾝが酔っ払って帰ってきて

で、モモの散歩行けなかったから２２時からモモの散歩行って

結局帰ってきたの２３時。

疲れたから寝ますかねぇ。

JUGEMテーマ：わんこ

http://jugem.jp/theme/c153/1225/


2008.08.16 Sat 好きと不安。

大倉担まひるですけどもー。

なんか結局全然眠れず。(ﾁｰﾝ
で、今日のﾀﾓｽﾃを４〜５回ﾘﾋﾟって見たんだけど(嵐部分）

もうすっごいﾀﾞﾝｽが綺麗だし、

大野くんがめっちゃｶｯｺﾖｽ

もう歌いだしからすべてにおいて大野智完璧にｽﾃｷです♡

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

あたしの口からこの言葉が出るなんて!!!!!
あり得なすですよー

ﾎﾝﾄに。

あぁ。大野智の魅力に吸い寄せられていくよー

でもあたしには大倉忠義という素晴らしいﾏｲﾀﾞ､ﾀﾞ､ﾀﾞ､ﾀﾞｰﾘﾝがいますし。(〃‾ー‾〃) 
（↑言うのにどれだけ緊張してんの???
恐れ多くて忠義をﾏｲﾀﾞｰﾘﾝなんて呼べないよー

じゃ、せめてﾏｲﾊﾆｰと呼んでおくれ

ﾏｲﾊﾆｰなんて呼ばれた日にゃびっくりしすぎて天井に頭ｺﾞｯﾁﾝしちゃうよ

まだね、ｦﾀ誌買ったんだけど

全部読んでなくて忠義の部分しか読んでないのね。

写真はどれも良かった♡

個人的には魔王が表紙のやつね。

それの白い衣装を着てる忠義がめっちゃ爽やか〜♡

かばえぇ!!!!!
で、ﾗｲﾌﾞで「たっちょん」って呼ばれるのはいいんだけど

「大倉!!!!」って呼ばれるのはｲﾔって言ってた。（爆笑

( ´_ゝ`)∂゛ﾁｮｯﾄｺｲﾔ　呼ぶ人いるんですか???
天下の椿純ｻﾏに「大倉」呼ばわりはないでしょー。

あたしだって普段はﾌﾞﾛｸﾞで散々忠義とかただﾁｬﾝとかたっとぅんとか

呼んでるけど結局ﾗｲﾌﾞじゃたっちょん呼びなんだから。（笑



（↑もっそいﾁｷﾝ。

そのﾗｲﾌﾞも着々と近づいてきました。

来週はﾃﾞｽﾉのﾆｱ編がやるし

それ見たらもう次の週ですよね

とりあえず時間に余裕見ながら で

写真撮りながら美味しいもの食べながら行ってｴｲﾄのﾗｲﾌﾞが見れて

ﾗｲﾌﾞ話に花咲かせながら山梨に戻ってくるとゆー素晴らしい小旅行。

なんかね、結局一瞬でも忠義のこと引いてる自分が居て

楽しめなかったﾗｲﾌﾞがあって

そのきっかけはほんの些細なことで。

全然何があったわけじゃなくて自分の気持ちの問題。

そんなことを乗り越えてまた好きになってくんじゃないかなぁって思います。

それで一回りも成長した自分と向き合える。

そんな気がします。

あたし不思議なことにその人のこと嫌いになって

担降りしたことってないんですね。

その人よりも好きな人が現れてってﾊﾟﾀｰﾝだから

結構担当変わっても元担もどこかで好き。応援していたいって

気持ちがあって。

そうやってｦﾀ生活を１２年送ってきました。

つらい時もあるけど楽しい時の方が多いから。

まぁ、結局は理屈じゃないんですけどね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽ只今少しづつ始めています。

８月中には終らせる予定ですので

まだの方はしばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄは２４時間大歓迎!!!!
励みになるのでぜひ!!!!

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽをﾎﾟﾁっとお願いします。

ｺﾒﾝﾄもいただけると嬉しいです♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.17 Sun あたしにとっての大倉忠義。

大倉担まひるですけどもー。

なんか今日はいろいろ自分的に反省点があったので

ちょびりと反省しまして

改めてもっと社交的にならなくちゃﾀﾞﾒだなぁって

思いました。

なんかあたしって体制が待ちの体制なんですよね。

常に。

だからもっとみんなと絡んでいかなくちゃ

友達いなくなっちゃうなぁと思い、

今日から待ちの体制辞めます。

まぁ、実際問題忙しいのは確かなんです。

それﾌﾟﾗｽﾏﾒじゃない

ﾍﾞｯﾄﾞの中で からﾁｪｯｸしてるﾌﾞﾛｸﾞも５つぐらいあるんですけど

ｺﾒﾝﾄ残すことも滅多にないし。

なんか自分のﾌﾞﾛｸﾞ書くといっぱいおっぱいになっちゃうんですよね

それにあたし人付き合いとかﾎﾝﾄ苦手で

ｲﾔじゃないんですけど社交的になれない

まぁ、しばらく頑張ってみます!!!!!

なんかあたしﾔｽｹﾝ見てても椿くんがあたしの好きな大倉忠義って人とゆう

実感がないとゆーか。

なんだろ???
すっごい忠義が遠くの人に感じるんですよ。

最初の頃は椿純＝大倉忠義だったんですけど

最近はNOT大倉忠義ですね。（笑

なんかｼﾞｪｰﾑｽの時はもっそい忠義のﾃﾝｿﾝが高くて

なんかそのｷｬｯｷｬしてる忠義に萌え♡ってなってたんですけど

椿くんは大人ですよね。

決して忠義が子供っぽいわけじゃないんですけど



椿くんはあたしの好きな人じゃないなって。

すっごいいい人なんですけどねぇ。（笑

ｸｰﾙすぎるんですよ

あたしの好きな大倉忠義はもっと抜けてるってゆーか

天然ｷｬﾗ炸裂なんですよね。

はっちゃけてる大倉忠義が好きです♡

でも椿純も忠義の一部なんですよねぇ

それがﾄﾞﾗﾏの不思議なとこってゆーか。

だからやっかし椿純も愛すべきｷｬﾗでなくては

ならなくて。

難しいですよねぇ。

同じ大倉忠義なんですけどね。（笑

それだけ忠義の演技力が上がったってことだと思うんですけど。

なんかﾐｯｷｰぐらいｲﾔなﾔﾂだったらまた違った意味で

面白いと思うんですけど。（笑

小ざかしい。ﾐｯｷｰめ。（笑

なんか昨日、あたし体調悪かったんですね。

それで仕事遅れますって して

代わりを探したんですけどもうﾎﾝﾄにね、

あたしのｼﾌﾄで入ってくれる人が全然いないんですよ

まぁ、土曜日に急にってのは無理だってわかってるけど

でも店長に した時に「代わりは見つからないと思うけどね。」

って言われて何???
あたしは体調悪くても休めないのか???
と思ってちょっとｶﾁｰﾝってきてでも結局３時間遅れて仕事行きました

なんかそんなんで昨日は本気で仕事辞めようかと思いました

でもそしたら忠義に怒られそうな気がしたので

あたし、負けねぇ!!!!!

って思って元気に仕事行っておりまする。（笑

あたし、今の仕事ﾎﾝﾄに何度も辞めようって思ったことありますよ。



でもそのたびに忠義に負ける気がして

ｲﾔなんですよね。

忠義だってｲﾔな仕事の時もあるだろうけど

ｲﾔな顔せず頑張ってるんだって思うと

あたしも頑張ろうってすごく思えるんです。

忠義はあたしの心の支えです♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽ只今少しづつ進めてます。

８月中には全部終らせる予定ですので

まだの方はしばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます♡

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑから くださると幸いです。

個人的なﾒｰﾙもお気軽にどぞ♡

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽをﾎﾟﾁﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2008.08.18 Mon ﾁｷﾝ。

大倉担まひるですけどもー。

世間様のお盆休みも終わり、しめしめと思ってるﾌﾞﾗｯｸまひるです。（笑

もうまひるたそも夏休みに入りたい。

夏休みにどっぷり浸かりたい。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

そうそう、あたし、ｺﾑ持ちなんだけど

あたしの部屋すっごい(・∀・)ﾃﾞﾑﾊﾟ!!悪くて

ｱﾝﾃﾅ１本立つか立たないかぐらいなのね。

だから に居る時、ｺﾑ使ってないのね。(;∀;)
もうこれもいかんのですよ

せっかくｺﾑ持ってるなら使わないと!!!!!
そんなわけでﾎｰﾑｱﾝﾃﾅを買おうと思います

ﾎｰﾑｱﾝﾃﾅ買ったらぜひぜひｺﾑ持ってる身内ﾒｰﾙ求む

ﾀﾊﾞｲ。

もうすぐ忠義のｿﾛｺﾝの当落が発表になる。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あたし、１名義しか申し込んでないんだよね。(;∀;)
自分名義のだけ。

友達に言えば貸してくれたと思うんだけど

なんとなく。(;∀;)
なんかそれがﾊｽﾞﾚたら行くのやめようって思ってたし。

あたしらしくもないよね。

なんか気持ちが落ちてるとかでもなくて

なんとなく。

なんかそのくせ日付ばっか気にしてるの。

もうあたし、ﾊﾞｯｶじゃないの???（笑



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.18 Mon ご陽気たっとぅん。

大倉担まひるですけどもー。

はぅーん。

月曜日の仕事終った時間が１番落ち着く。

そんなわけで探してた「O型　自分の説明書」が で売ってたので

即お買い上げ。

ちょっと立ち読みして「あぁ。当たってるなぁ。」って思ったんで

きっと忠義もこんな感じなのかなぁと思って読むことにします。

そう、あたし福原まひるはOｶﾞﾀﾝなのである。

なんか昔は結構ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟとか取ってた方なんだけど

いつの間にか周りに年上が多くてその人達の後をくっついて

歩くようになってた。

だからなんとなくﾎﾟｼﾞｼｮﾝ的には忠義かなぁ。

あたし的には結構似てるって思える部分たくさんあるんだけどなぁ。

あたし相性的にはB型の男が１番相性いいっぽい。（笑

１番気楽でいられるもん。（笑

だから結構AB型の男子とも仲良くて。

ｴｲﾄで言ったらヒナﾁｬﾝとか博貴とか。（笑

好きになるのは大概A型の男子。

あたし的には忠義のOｶﾞﾀﾝは珍しくて。

あたし何を血迷ったんでしょうか???
って聞きたくなるもん。（笑



ﾎﾝﾄにOｶﾞﾀﾝとかないなぁ。（笑

あ。でも仁ﾁｬﾝとかもOｶﾞﾀﾝだったよね???
あたしの中でO型ﾌﾞｰﾑ到来???（笑

あたしもｼﾞｪｰﾑｽと椿くんだったら

椿くんの方に忠義は近いだろうなぁとは思うんだけど

でも忠義はもっとご陽気な気がするんだよね。

あたしの見解ですけども （笑

なんか地下鉄の階段にｳﾞｨﾄﾝのｷｬﾘｰ落として

「ｷｬｰ 」って奇声発しちゃった人ですからね。

やっぱり中２の女子ﾉﾘなんですよ

あたしはｴｺ番組でﾊﾞｲｸで走ってた時のたっとぅんが好きです♡

また後で書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。：

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽただいま少しづつ進めてます。

８月中には全部終らせる予定ですので

まだの方はしばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙでお願いします。

個人的なﾒｰﾙもOKでーす♡

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


Webﾊﾟﾁも右側のｸﾞﾙｽをﾎﾟﾁﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾝﾄも大歓迎です♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.19 Tue まひるたそとｻｯｶｰ。

大倉担まひるですけどもー。

最近ﾎﾝﾄに反省とゆーか自己嫌悪で。

ｺﾒﾚｽの遅れとかもそうなんですけど

応援してくださる皆様に対してのあたしの態度。

最悪です

なんか相方ﾍﾞｯﾀﾘなのもいいんですが

それで周りで慕ってくれる友達も無くして

しまうのはどうかと。

時間もあまりありませんがもう少し

みなさんに親身になろうと思いました。

頑張ります。

「O型　自分の説明書」を読んで笑っちゃうぐらい

自分に当てはまるとこあったし

忠義に当てはまるとこもあったし

めちゃめちゃ笑いました。（笑

あたしはそんなOｶﾞﾀﾝが大好きです

楽しいですね。

血液型って。

あたし星座よりも血液型ですね♡

なんか刻々とｴｲﾄに会える日が近づいてきてて

めっちゃﾄﾞｷﾄﾞｷ しています。

だって１年ぶりだよ

昔のあたしだったらあり得ない。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ



忠義はSHOCKで見てるとしてもそれでも半年ぶりだし。

なんかそんなんでいいのかなぁって自分と

他に楽しいことしながらまったり暮らしていくのも

ありかなぁなんて思ってます。

なんか何が今心配ってｴｲﾄの曲の振りです。(;∀;)
１年ぶりなのでもう忘れてるやつとかありそう。(;∀;)
普通に。(;∀;)
長野までには振り確認でもしておこうかなぁ。（笑

なんか今、韓流とｼﾞｬﾆの両立が楽しいわけですよ。

韓流はﾌｧﾝﾐの時にお友達になった人とかもいるんですが

やっぱりもっと増やして自分だけじゃ韓国の勉強も難しいので

友達から教わったりいろいろ積極的に頑張りたいなぁって。

なんか結局１０月発売になるﾄﾝﾊﾞﾝとｼｭｼﾞｭの写真集と一緒にｼｭｼﾞｭの今年の卓上ｶﾚﾝﾀﾞｰとか

買っちゃったしね。（笑

もう１０月に届く頃には来年のｶﾚﾝﾀﾞｰが!!!! って話

ですけども。

あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

明日、春ｺﾝのｸﾞｯｽﾞが届くですたい

すっごいﾊﾟﾝﾌとか楽しみにしてて。(○´艸`)
でも明日、 なんですね

とりあえずこれ終って寝ても起きるのは昼過ぎだし、

行って

１日が終わっちゃうみたいな···｡(;∀;)
寝ないってのもあるんですが夏場に寝ないでいると

ﾎﾝﾄにしんどいです

特に炎天下の中ﾊﾞｲｸで片道３０分かけての通院は堪えます。

目がｼﾊﾞｼﾊﾞするし、夕方ぐらいになると頭痛いし。

調子良かったら寝ません （笑

昨日???一昨日???ぐらいに

Mﾁｬﾝからまたｸﾙｰｽﾞ始めましたってﾒｰﾙがきて

２回ぐらい見たんですけどｺﾒﾝﾄ残せず···(ﾁｰﾝ



なぜならあたしも内緒でｸﾙｰｽﾞでﾌﾞﾛｸﾞやってるんですよ

でもそれは人様に見せるものとして書いてなくて

愚痴です (爆笑

だから からｺﾒ残したら履歴残るかなぁと思って

ﾊﾟｿからｺﾒしようと思ってて。

まだしてないんですけどもー

ﾎﾝﾄｸﾙｰｽﾞのﾌﾞﾛｸﾞは本音で書いてるんで

誰にもお見せ出来ないのが残念の極みです

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸはぼちぼちﾆｭｰｽで見てます。

あんまりﾘｱﾙで見ることはないかなぁ。

あたし的には柔道が好きなんでそのﾂﾎﾞはｶﾞｯﾁﾘ押さえましたけども。

なんか全然 をゆっくり見る時間がなくて

がっかりなんですが

でもなでしこJAPANはﾎﾝﾄ神頼みでした。(笑
あたしはｻｯｶｰは見るのよりもやる方が好きなんですよ。(笑
ｻｯｶｰ部お墨付きの腕前。

あたしほとんどｻｯｶｰの話したことないでしょ???
嫌いじゃないのよ。

むしろ好きだし。

ただなかなか海外のﾁｰﾑ名が覚えられないだけです

選手名が覚えられないだけです

そんなあたしが唯一昔から応援してる選手がいるんですよー。

中村俊輔選手なんですけど。

何気に海外に飛ぼうかと思いました。(笑

あたし時々ｼﾞｬﾆ以外の何かにﾊﾏってる時があって

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞの畑山選手にﾊﾏってる時期もありました。(笑
なんか常にｱﾝﾃﾅがどこか向いてるんですよね。

おかしなものです。

さてさてそろそろ寝ますか。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽただいますこしづつ始めてます。

８月中には全部終らせる予定ですので

まだの方はもうしばらくおまちください。

ｺﾒﾝﾄは励みになるのでお気軽にくださると

嬉しいです♡

急ぎの用件の方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙくださると

助かります。

Webﾊﾟﾁもありがとうございます。

ｺﾒﾝﾄもくださると嬉しいです♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.19 Tue 爆睡もいいとこ。

大倉担まひるですけどもー。

もう疲れすぎて今日目覚ましの音が

全く聞こえなかったまひるですけどもー。

目が覚めたら１７時でした。(ﾁｰﾝ
行ってねぇー

でも久々の爆睡ですっごいｽｯｷﾘしてる。

疲れてたんだなぁと。

あ。今日Webからｸﾞｯｽﾞが届きました♡

（↑黄色いです♡

まだ全然中身の確認とかしてないんですけど

後でﾊﾟﾝﾌ見たりﾎﾟｽﾀｰ見たりしようー

もうね、最近月曜日の深夜のｱﾆﾒが面白くて２時半ぐらいまで見てるのね。(笑
で、全然眠れないってゆーね

もうあたし、ﾎﾝﾄ涙もろくて。

夏目友人帳見てｳﾙｳﾙしてました



ﾏｼﾞあのｱﾆﾒは気持ちがほっこりするんだよなぁ。

しかも１話完結だから見やすいし。

ﾃﾚ東で月曜深夜１時からやってますので

夏休みの方は見ることお勧めします

「嵐の宿題くん」見て「きらきらｱﾌﾛ」見て「夏目友人帳」を見ると

ちょうどいいかもしれません。

まぁ、終わると１時半なのでちょっとしんどいかもですけど

明日、 行かなくちゃ。

暑くてめんどっちぃけど。

あたし、最近ﾊﾞｲｸ乗る時、長袖を羽織るようにしています。

日焼けが怖いから。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
なので仕事行く時も長袖羽織ってます。

ﾎﾝﾄは手袋が欲しい。(笑

あ。なんかこの間、すっごいﾄﾞｽｺｲの人なのに

へそだししててそれはちょっとーって思った。(笑
完全にﾊﾟﾝﾂの上に肉が乗ってたもん。

ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰだなぁって思って見てた。(笑

そ、そ。結局東方神起の「どうして君を好きになってしまったんだろう？」を

買いました。

しかも２種も。(笑
あとSS501の「DEJA VU」も。

これねぇ、韓国でのｼﾝｸﾞﾙなんだけど

ｱﾙﾊﾞﾑ発売になって入るの待ってたんだけど

我慢できなかったみたいです



はぅ。そろそろｼﾊﾞﾄﾗ見るのでｻﾗﾊﾞ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽ只今少しづつやってます。

８月中には全部終らせる予定ですので

まだの方はもうしばらくお待ちください。

ご迷惑おかけしてすみません

ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙくださいまし。

個人的なﾒｰﾙもお待ちしてます♡

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


Webﾊﾟﾁもお待ちしてます。

ｺﾒﾝﾄもお気軽にどぞ。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.20 Wed ｿｯｸﾐｰな出来事。(;∀;)

大倉担まひるですけどもー。

ｿｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｯｸ!!!!!（ｼｮｯｸの最大級

今日 の帰りに

いつも通らない道を通ったらそこが７時から２０時までの間

右折禁止で

まんまと捕まりました

罰金５０００円でし

しかも２７日までに支払えとな。

鬼かｰｰｰｰｰｰｰ???

給料日前の５０００円は痛いんですけど

もうﾎﾝﾄついてないな

すっげぇ凹んで職場について即効空（＠章大）に したわよ

しかも切符切られるし。

人生初の切符＆罰金

まさか今日に限ってｺﾝﾀｸﾄしてなかったなんて

言えないし。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ますます罰金じゃないですか???
でもね、曲がる瞬間に標識が見えたんだけど

もう右折体制に入ってたから戻れなかっただけなんだよねぇ

まぁ、言い訳して印象悪くしてもイヤだしと思って

素直に「はい。」って返事して職場に向かったんですけどねぇ。



明日いよいよ忠義ｿﾛｺﾝの当落だねぇ。

あたしﾁｷﾝだから今夜から の電源切っておくわ

しかもあたし、前はﾒｰﾙ着信音って最大にしてたのね。

今、最小だから （笑

最小にしたきっかけってゆーのがお腹壊した時に

最大だともっそいお腹に響いてｲﾔだったから

最小にしただけってゆーね

もっそいちっちぇーあたし。（笑

もう明日、起きるまで の電源切っておくわ。

あぁ、なんで休みの日なんだろう???
気になって寝てもいられないじゃんよー。（とか言って爆睡だったりすゆ

まぁ、ﾊｽﾞﾚの可能性の方が高いけど

当たりますように。(-∧-；)　ﾅﾓﾅﾓ

また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽ只今少しづつ始めています。

８月中には終らせる予定でいますので

まだの方はしばしお待ちください。

ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


個人的なﾒｰﾙも大歓迎です♡

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからどぞ♡

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.22 Fri 当落はまだでつか???(;∀;)

大倉担まひるですけどもー。

うわー。

もっそい右肩が痛むんですけどぉー

いつも左肩なのに今日は右肩、右腕。

で、 やるのやめようと思ったんだけど

なんかﾆｱ編でﾃﾝｿﾝ上がっちゃって!!!!! （笑

ﾆｱ(○´艸`)ｶﾜｲｲ♡

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

でもﾏｼﾞ肩痛い

しんどい

そう、そして忠義のｿﾛｺﾝの当落が来ないー

もう昨日から の電源入れたり切ったり。

じらしすぎでしょ???
ｲﾗｲﾗ。

で、打撃天使るりを見てますだ。

今日初めて見たんだけど

あたしとしたことが!!!!!
これゆーやん（＠遠藤雄弥）出てるんだよね。

ゆーやんってのだめといい一瞬の風になれだっけ???
あのﾈｷﾞ役といい３枚目の役が多いよね???
ｶｯｺｲｲのに♡



じゃ、肩痛いんでるりを見終わったら寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.23 Sat ど、どでした???

大倉担まひるですけどもー。

忠義ｿﾛｺﾝ当たりましたー

なんか１７時頃 見て最初の当選の文字を見落として

最後まで読んで

「???」
「あ、当たってる???」
「当たってる!!!!!」

キタ─wwヘ√レvv〜(゜∀゜)─wwヘ√レvv〜─ !!!

ﾏｼﾞでか???
うっきゃんきゃん♡

そんなわけで忠義ｿﾛｺﾝ行きます!!!!
ｳﾊ♡

ネ申様ありがとうー

ﾏｼﾞね、追加出たって知った時の衝撃!!!!!
だってあたしﾃﾝﾊﾟってたから追加可とかにしてなかったんだもん

だから絶対ﾊｽﾞﾚた!!!! って思ってたのね。

しかもあたし１公演しか申し込んでなかったのね。

ﾊｽﾞﾚたら行くつもりなかったし。

それが当たるなんて。



いやぁ、今日は祭りだ。

ヽ(´∀｀)人(・ω・)人( ﾟДﾟ)人(・∀・)人(‾ー‾)人(´_ゝ`)ﾉﾜｼｮｰｲ

(*´д`*)ｱﾊｧ♡
楽しみだなぁ。

もう気分は長野に向いてるんですけど

来週だよなぁ。

もうすっかり夏休み気分で浮かれてます

あと２日仕事頑張ったら夏休みだもん

ｳﾊｳﾊでんがな。（笑

あぁ。もう今日は早く寝ます。

私信＞＞ゆゆさん

全然男性誌買うのとかありだと思いますよー♡

あたしいつもｴｲﾄﾒﾝが載ってるとBiDaNとか男性誌買いますもん。

今回もﾍｱｶﾀﾛｸﾞ買いましたよー♡

ゆゆさんも勇気出して買いましょうよ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。



ｺﾒﾚｽ只今少しづつ始めています。

８月中には全部終らせる予定ですので

まだの方はもうしばらくお待ちくださいませ。

ご迷惑おかけしています。

ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙくださいまし。

個人的なﾒｰﾙもお待ちしてます

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからどぞ♡

つーかお願いします。（土下座

ｺﾒﾝﾄもよろしくお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.24 Sun 気持ちは忠義の下へ。

大倉担まひるですけどもー。

なんか眠くないんですよねぇ

で、３３分探偵見て「うわー。つよさんすっとぼけてる〜。」と思って

また 立ち上げてみました。

先週３３分探偵見れなかったんで今週は満足です

なんかあたしの周りの人は結構忠義ｿﾛｺﾝ取れてるみたいで

思ってた程狭き門ではなかったのかなぁと勝手に思ってます。（笑

あたしはもちろん平日に申し込みましたよ。

土日は難関かなぁと思って別に平日の方が休み取りやすいし

と思って平日に申し込んだら当たりました。

忠義どんな感じのことやってくれるんだろう。

今からすごく楽しみです♡

なんか最近ちょっとある友達に したんですけど

それが余計なことだったみたいで

返って友達を傷つけるようなことになってしまって。

あたしはそんなつもりもなかったんですけど

よっぽど気にしてたんだなぁと思って

謝ろうかなぁって思ってます。

あたしどうもおせっかいが過ぎてしまうみたいで

そこは反省しなくちゃなぁって思います。

あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

でもすばﾁｬﾝとFIVEのﾗｲﾌﾞもﾎﾝﾄに行きたいなぁって思ってたんですよ。

ｵｰﾗｽがあたしの誕生日だったし。（狭き門

でも１０月にそんなに休み取れるわけもなく



お金もなくまして忠義ｿﾛｺﾝにかけてたから

今回すばﾁｬﾝは諦めました。(;∀;)
だからその分も忠義ｿﾛｺﾝを楽しんでこようと思ってます。

忠義、MCとか大丈夫かなぁ???
あと何歌うかも楽しみだし、

ﾄﾞﾗﾏｰ大倉忠義も見たいし。

今日、ﾔｽｹﾝ見てなんとなくNOT大倉忠義でもないなぁと勝手に思ってました。

途中から見たから話はなんとなくしかわからなかったけど

でも忠義はやっぱりｶｯｺｲｲです♡

それにしてもあたしも純ﾁｬﾏのような弟が欲しいです♡

なんか最近制服姿が見れないのが残念極まりない。

でもﾎﾟﾛｼｬﾂｶｯｺｲｲんだよなぁ♡

今日はｼｬﾂだったけど。(;∀;)
なんか忠義の衣装でも十分楽しめますよね???(ﾉ∀｀)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.24 Sun 絶対後悔しない気持ち。

大倉担まひるですけどもー。

あんぱんを食べる夢を見てあれ???あれ???
味がしないって思ってたら目が覚めました

大倉忠義級の夢見てしーやせん

昨日それでも２時前には眠れたなぁ。

あ。でも４時間ぐらいしか寝てないや

東方神起の「どうして君を好きになってしまったんだろう？」のｱｶﾍﾟﾗVer.を
聴いて涙してるまひるたそです。

すっごい綺麗な曲です。

めっちゃ詩も切なくて涙がいっぱいこぼれてきます。

ｽﾄｰﾘｰ的にはいつも一緒に居た好きな人が別の男性と結婚してしまうって

ｽﾄｰﾘｰです。

あたしもただﾁｬﾝが結婚する時はそう思ってしまうんだろうか???
いや、きっとあたしは今まで好きで居させてくれてありがとうって

思うと思うな。

それだけ身近な存在じゃないからかもしれないけど

でもあたしは忠義を好きで居た年月はﾎﾝﾄに幸せだったし、

後悔なんてしてないからだろうな。

でも人を好きでいるってﾎﾝﾄに切なかったり悲しかったり

その反面楽しかったり嬉しかったり。

苦しいことばかりじゃないと思う。



だからあたしは人を好きでいることを恐れない。

決して触れることの出来ない大倉忠義という人を好きに

なってしまったけどつらい思いをする時もあるけど

それでも忠義は一生あたしの支えであることに違いはないと思う。

たとえあたしが結婚したとしても

それは変わらない。

それだけ大倉忠義という人があたしにとって特別な人だから。

いつか忠義から卒業していく時がくるかもしれない。

それでも忠義はあたしにとって特別な存在。

それは一生消えることのない証。

どうして君を好きになってしまったんだろう？

それはあなたがｷﾗｷﾗ輝いていて魅力的だったから。

それは今でも変わらない。

いつもｷﾗｷﾗに輝いていてあたしの気持ちをひきつけていてくれる人。

７年経とうとも色あせることのない想い。

あたしは忠義に出会えて幸せです♡

なんかやっぱ博貴はｴｲﾄには戻ってこないのだろうか???
あたし、今まで博貴のいない７人のｴｲﾄに対して「全員」って

言葉を使ったことがないのね。

それは７人は全員じゃないから。

博貴が戻って初めて全員だと思ってます。

あたしは今でも博貴を待ってるし、

それはeighterもｴｲﾄも博貴も一緒だと思う。

忠義がﾚﾝｼﾞｬｰに８→１って書き続けてる間は

絶対諦めない。

そう、最近 の前の道路を水道工事やってて

道路がｶﾞﾀｶﾞﾀなのね。

だから大きい車とか通るとすっごい が揺れるのね。



これが半端じゃなくて地震かと思うぐらい揺れるのね。

全部工事が終ったら舗装し直すみたいだけど

あたし、その舗装工事の過程が大嫌いで。（笑

だって細かい溝みたいなのが出来てて

その溝にﾊﾞｲｸのﾀｲﾔがとられるからもっそいﾌﾗﾌﾗ。（笑

これが大嫌い。(;∀;)

そろそろ仕事行く準備します。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽ只今少しづつ始めてます。

８月中には全部終らせる予定でいますので

もうしばし時間ください。

ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしています。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

個人的なﾒｰﾙも大歓迎です♡

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからﾎﾟﾁﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾝﾄも大歓迎です♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2008.08.25 Mon 今日も頑張ったぞ。あたし。

大倉担まひるですけどもー。

仕事終ってから軽くﾐｰﾃｨﾝｸﾞがあって帰ってきたのが

２３時半でした

軽く半日職場に居ましたけど何か???
もう今日５時ぐらいから起きてるから

昼間すっごい眠くてあたし頑張れないかも。(;∀;)って思ってました。

いや、頑張ったけど

（↑東方神起の「どうして君を好きになってしまったんだろう？」でし。

ﾀﾊﾞｲ。

(↑ついでにPVも貼ってみました。あたしこれで号泣なんですけど。(;∀;)
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ｼﾞｪｼﾞｭﾝがめっちゃｶｯｺｲｲ♡

よくｼﾞｪｼﾞｭﾝがﾒｲﾝで歌うことが多いんだけど

あたしはｼﾞｪｼﾞｭﾝの声がすっごく好き

ぜし、歌をﾒｲﾝで聴いてくり

ﾏｼﾞこの歌大好き

死んだう♡

なんかあたしの住んでる離れをﾘﾌｫｰﾑするかもしれなくて

それはいいんだけどあたしはその間どこで生活すればいいの???
でもぶっちゃけめんどっちぃ

あ。あたし、まだRay見てない。

ただﾁｬﾝが。ただﾁｬﾝが。



明日、仕事行く前に忠義ｿﾛｺﾝのお金と罰金を振り込みに

行くからそのついでに本屋に寄ろう。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
なんで罰金なんぞ払わなくちゃならんのよー。

まぁ、違反したからですけど。

そんなﾁﾛｰっと右折しただけじゃんよー。

ﾊﾞｶﾁﾝがー!!!!
凹みますわー

でも今日のモモが最大級に可愛かったからいいや♡

モモ、耳が立ってきたんですわー。

めちゃかわゆすですわー♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.25 Mon 関西ﾃﾞﾋﾞｭｰ４周年。

関ｼﾞｬﾆ∞　

関西ﾃﾞﾋﾞｭｰ４周年

おめでとう!!!!

まだ４周年なんだなぁって気持ちが大きいです。

なんかもっとずっとずっと前から８人を見てきてるから

すごく意外です。

でも今ってすごくﾒﾝﾊﾞｰ１人１人が活躍してて

すごいなぁって思います。

４年前と比べて個人的活動もさせてもらえるようになって

嬉しく思います。

あたしはﾎﾝﾄにｴｲﾄを応援してきて良かったなぁって。

いつも笑わせてもらったり感動をもらったり

びっくりさせられたり毎日楽しく暮らせるのも

ｴｲﾄのおかげ。

ありがとう。

あたしは関ｼﾞｬﾆ∞が大好きです♡

これからもずっとずっとこの原点を忘れずに

応援していきたいと思います。

これからももっともっといろんな活動が

出来たらいいなって思うし、

そしていつかは８人でこの日をお祝いできたらいいな

って思います。

来年こそは!!!!

2∞8.8.25　　福原まひる。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.25 Mon ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽの塊。

大倉担まひるですけどもー。

あたし家族に自分の話一切しないのね。

仕事の話もｴｲﾄの話も空（＠章大）の話も。

だからあたしﾋｯｷｰだし、欝だし。

そしたらﾏﾏﾝに

「あたしがあんただったら生まれてこなければ良かったって思うわ。」

って言われた。

その晩あたしは号泣した。

ってﾏﾏﾝにはあたしの楽しみにしてることとか

何が好きとかわからないことだろうけど

でもあたしはﾏﾏﾝに生まれてこなければ良かった存在って

思われてるんだなぁって思った。

そっちの方がよっぽどｼｮｯｸだった。

何を信じて生きていいのかさっぱりわからなくなった。

確かにあたしは２人のﾎﾝﾄの子供じゃないし、

可愛いなんて思われたことなかったかもしれない。

それでもﾏﾏﾝの口から言って欲しくなかった。

あたしは自分のこの性格をｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽに思ってます。

欝になる前はこんなんじゃなかった。

普通に暮らせて居たし、

どっちかといえば周りを引っ張っていくﾀｲﾌﾟだった。

でも家族の中ではいつも浮いていた。

悪いこともいっぱいして両親に殴られもした。

あたしはそれでも家族の中で分け隔てなく

育てられたと思ってた。

でもそれはもしかしたら違ってたのかもしれない。

ﾎﾝﾄのことなんてわからないけど

あたしはそれでも生まれてきて良かったって思ってる。



好きなもの、好きな人にたくさん出会えたし、

つらいこともいっぱいあったけど

あたしの人生まんざらでもないと思ってる。

あたしは人付き合いが苦手だし、

うまくないけどそれでも一生懸命生きてる。

無口だし、自分の思ったこと口にするの苦手だし、

それでも一生懸命生きてる。

そんなあたしを家族に理解して欲しいことを

１番に望む。

福原まひる。

JUGEMテーマ：それでも続く日々……の中で。

http://jugem.jp/theme/c3/1764/


2008.08.27 Wed 元気ﾓﾘﾓﾘ。

大倉担まひるですけどもー。

前回のｴﾝﾄﾘｰについてたくさんの方からｺﾒﾝﾄやﾒｰﾙをいただき、

あぁ、あたしは１人じゃないんだって思い、涙がいっぱい溢れてきました。

ありがとうございました。

そして心配かけてｺﾞﾒﾝなさい。

あたしは元気です。

で、面白いものを発見したので

貼ります。

ﾄﾞﾗﾑに興味のない人は面白くないかもしれませんが

あたし自身ﾄﾞﾗﾏｰなので何度も何度も見ちゃいました。（笑

完ｺﾋﾟです♡

すごくうまい方だなぁと。

あとね、もうひとつ面白い映像があってそれも

貼ります。

（↑小学校４年生のﾄﾞﾗﾏｰです。

小学生でこれだけ叩けるってすごいなぁって。

あたしも高校の時、「紅」を完ｺﾋﾟしました。

そんなわけでこの２つの映像見て非常にﾄﾞﾗﾑが叩きたくてｳｽﾞｳｽﾞしてるんですが

あ。ﾎﾝﾄ個人的ですみません

さてさて、あたしは夏休みに入ってるわけですが

ぐうたらが抜けません

昨日も２０時半には寝てしまったし。

まぁ、単なるふて寝ですけど （笑

土曜日に長野なのに全く緊張感のかけらもありません



何も準備してないんですよねぇ。

たぶんあたしのことだから前日に全部支度すると思います。

なんか昨日、ただﾁｮﾝのｿﾛｺﾝの振込みに行ったんですけど

なんかすでに当たってるだけに書き間違いとかで

ﾁｹｯﾄ届かなかったら怖いなぁとﾄﾞｷﾄﾞｷしながら振込み完了しました。

もちろん罰金も振り込みました。

（↑ﾀﾋって思いながら。（笑

短いけどほなおつー。

ｺﾒﾚｽ只今停滞中です。

少しづつやってきますので

待っててくださいね。

ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

個人的なﾒｰﾙもどぞ♡

JUGEMテーマ：音楽

http://jugem.jp/theme/c74/10/


2008.08.28 Thu DON'T寄り。（どんより。

大倉担まひるですけどもー。

夏休み中のぐうたらまひるたそです

ﾎﾝﾄはｺﾒﾚｽをこの夏休みの間にやってしまおうと

思ってたのですが女の子の日の前ですっかり欝になってしまって

ずっと寝たきりです

昨日もたくさんの方から いただきまして

元気をわけてもらいました。

でもどうしても女の子の日の前の欝は避けられず

もっそい気分がどんよりしております

ﾎﾝﾄすみません

なんかとりあえず女の子の日が長野に当たらなければいいなぁと

今はそれだけを考えております。

そうなんです!!!!
もう土曜日には長野なのです。

明後日ですよ 明後日

１年ぶりのｴｲﾄです

（↑どんだけさぼってるんだ???
まぁ、春は法事と重なったので行けなかったんですけど

とりまえず朝８時半に空（＠章大）とは約束しました。

なんか みたいですね

せっかく小旅行気分で写真撮りまくろうと思ってたのに。

（↑どんだけ浮かれてるんだ、あたしは。

DON'T寄り。（どんより

あ。ちなみに３０日の１部に入るので会えそうな方

ってゆーかこんなﾎﾟﾝﾎﾟﾝﾁｷなまひるたそと会ってやってもいいよって方が

いらっしゃったらﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。



あまり時間ないかもしれませんが多少なりともお時間作れたらいいなと

思っています。

ちなみにあたしと空は なので何時にどこってお約束は出来ないので

行き当たりばったりになるかと思いますが

それでも良ろしければよろしくお願いします。

あとｸﾞｯｽﾞの列次第ってのもあるんで確実ってわけにはいきませんが、

ﾎﾝﾄすみません

あ。もう欝すぎて腐の香りが漂っててﾎﾝﾄすみません

もう心底腐ってますけど何か???
もうﾊｰﾄにｶﾋﾞは生えてるし。

最悪です

どんより。

また長野行くまでに除菌出来たら

ﾌﾞﾛｸﾞ更新します。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.30 Sat 今から長野行ってきます。

大倉担まひるですけどもー。

何はともあれ今日は長野です

今支度が終って空（＠章大）のお迎えを待つのみです。

つーか昨日知ったんですが

ごくせんの第一ｼﾘｰｽﾞに松山ｹﾝｲﾁさん出てたんですね。

全然知りませんでした。

ごくせんのDVD借りてきて見なくちゃ

そうそう、それで昨日知ったんですけど

剛つんのｿﾛｺﾝがあるんですねぇ。

はぁ。行きたい。

でもお金ないなぁ

忠義のｿﾛｺﾝの後だし、日程的にも厳しい。

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

でも剛つんが呼んでいる。

いや、今回は諦めよう。うん。

なんかそういや、ｶﾐｺﾝとかﾄﾆｺﾝとかVｺﾝとか懐かしいなぁ。

昔は結構行ってたし、好きだったなぁと思って。（笑

あ。じゃ、今から長野に行きまーす。

待っててね。

ただﾁｬﾝ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.08.30 Sat 長野公演１部ちょっとだけ。

大倉担まひるですけどもー。

長野行ってきました。

ﾚﾎﾟはまた後日でとりあえず感想だけちょろっと。

（↑諏訪湖

（↑諏訪SA



（↑諏訪SAで食べたﾏﾝｺﾞｰとﾊﾞﾆﾗのﾐｯｸｽｿﾌﾄ

美味しかった

（↑長野市に入りました。

（↑長野ﾋﾞｯｸﾊｯﾄ。

ｸﾞｯｽﾞ買って近くのﾃﾞﾆｰｽﾞでご飯食べて会場へ。

中に入るともっそい近い!!!!!
ｽﾀﾝﾄﾞ７列目の２番だったんだけど

ﾊﾞｯｸｽﾃ寄りのﾘﾌﾀｰとﾘﾌﾀｰの間ぐらい。



もう１年ぶりのｴｲﾄはもう最高

あまりの忠義のかっこよさに何度もｳﾙｳﾙしてしまったよ。

あたしはやっぱり大倉忠義が大好きです

もう今回のMCでの忠義の喋りがすごかった。（笑

今まで見たことないぐらい喋ってた。

なんかﾎﾟﾆｮってうちわ持ってるお客さんが居て

それにﾎﾟﾆｮ三兄弟がご指名受けまして。

なんか丸ﾁｬﾝが忠義に座るとｽﾞﾎﾞﾝにお腹が乗る???
って聞いたら乗ってない時なんてないって言ってて。（会場爆笑

１番初めのﾄﾞﾘﾎﾞの時に忠義が今よりずっと痩せてて

５８ｷﾛだったんだって。

それでもﾎﾟﾆｮは居たらしい。（笑

（ちなみに今６６〜６７ぐらいらしい

（↑ﾔｽｹﾝのためにちょっと痩せたけどまたちょっと太ったらしい。（笑

なんか忠義が丸ﾁｬﾝに最近ﾎﾟﾆｮが乗ってきたからって調子に乗るなよ的発言。（会場爆笑

忠義は一生ﾎﾟﾆｮやって言ってました。

そんな忠義が(○´艸`)ｶﾜｲｲ♡んですけど!!!!
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

で、すばるとか亮ﾁｬﾝとか全然太らないって話してて

そうゆう人はｳ○ｺも特大が出るそうで。（爆笑

亮ﾁｬﾝとかｽﾙﾝと簡単に出たのに見たらすっごい予想外にﾃﾞｶｲやつが

出ててびっくりするとか。（笑

なんかとにかくこのMCは忠義中心ですっごい面白かった。

前日１２時間寝たのが効いたのか俄然元気でした。

和太鼓もすっごいきまってて

久々のｴｲﾄｺﾝに終始感動するまひるたそなのでした。（笑

あ。そうそう、それで忠義がｽﾀﾝﾄﾞに現れた時、



すぐ真横を通って降りて行ったのでめっちゃ身近に見れて

思わず「うわ。たっちょん。」って言っちゃいました。（笑

あたし、最近大倉運ついてるみたいです。

やっかし近くで見ても遠くで見ても男前な忠義なのでした

（↑記念の銀ﾃｰﾌﾟです♡

ﾛﾏﾈ歌ってる時かなぁ。

ヨコが左側のﾘﾌﾀｰに乗ってて

あたしと空（＠章大）が悪ふざけをして

ｴｲﾄのﾍﾟﾝﾗｲﾄをﾒｶﾞﾈみたいに目に当ててヨコにｱﾋﾟってました。（笑

もちろん気づかれてませんけど （笑

なんか章大がすばるのﾏｲｸ取って章大とすばるの攻防戦が面白かったです。

めっちゃすばﾁｬﾝがｶﾜｲｲの♡

きゅーん♡ってしちゃいました。

もう楽しい時間はあっという間で１部終ったあとお友達と少しお話して

忠義の写真もらってｳﾊｳﾊです♡

で、帰りにまた諏訪SAに寄って職場のお土産と家へのお土産と

モモへのお土産買って

あと空とｵｿﾛのｽﾄﾗｯﾌﾟ買って

ﾓｽでご飯食べて帰路に着きました。

空とｵｿﾛのｽﾄﾗｯﾌﾟは誕生石の入ったｽﾄﾗｯﾌﾟなんですけど



５月（忠義）がｸﾞﾘｰﾝで９月（＠章大）がﾌﾞﾙｰだったんで

いやらしく即お買い上げでした

帰ってきて松潤のﾄﾞﾗﾏ見てｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)してました。

今日はこれにて。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2008.08.31 Sun ﾂｱｰ、ｵｰﾗｽお疲れ様でした。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、女の子の日になって昨日は別になんともなかったんだけど

今日はさすがにお腹痛い

夏休みも今日で終わりで明日から仕事です

はぁ。結局前半は有効に使えなかったなぁ。

昨日のｴｲﾄｺﾝぐらい???（笑

いやぁ、でもﾎﾝﾄ昨日は楽しかったなぁ。

なんかやっぱ１公演って物足りなさが残るよね。

まぁ、それでも行けただけ全然ﾏｼなんですけど

なんかｴｲﾄｺﾝの楽しさ忘れてたもんなぁ。

なんか行かなくてもなんとかなるだろ???
って思ってたけどやっぱ無理ﾀﾞｽ。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ﾎﾝﾄ夏も行かないつもりで居たからね

でもﾎﾝﾄに行ってよかったし、

最高の夏休みの思い出になりました。

もうﾎﾝﾄ忠義のかっこよさ???
ﾊﾟﾈｪよ。

なんであんなｶｯｺｲｲ人が存在するの???ってぐらいやばかった。

あたし的にはやっぱすっごい踊ってる曲が好き。

ｴｲﾄって基本ゆる〜い感じじゃない???
でも「Explosion」とかﾏｼﾞｶｯｺｲｲよね

あたし最初の頃、この曲なぜかﾋﾟﾝとこなくて

それが見れば見るほどかっこよさが増してくのを感じる。

あたしの今回の鳥肌はやっぱ「torn」かなぁ。

あたし、春行けなかったからこの曲生で聴くの初めてだったんだけど

やっぱﾀﾞﾝｽ付きで見ると全然印象が違う。

すっごいｾｸｼｰで鳥肌ﾊﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞｰって立って涙がﾎﾟﾛってこぼれた。

あたし、たぶんﾌﾘｰｽﾞしてたと思うもん。（笑

でも基本的にｼﾞｬﾝﾌﾟしまくりの今回でした。



後ろが通路だったからもう気兼ねなく。（笑

まぁ、おかげ様で足とか右腕とか筋肉痛なんですけど

あと楽器隊のｿﾛとかもめちゃくちゃかっこよくて。

章大がｷﾞﾀｰを三味線みたいな感じで弾いてて

やっぱｷﾞﾀｰうまいなぁと思って。

あたし丸ﾁｬﾝのﾍﾞｰｽとかもすっごく好きなのね。

で、やっぱり忠義のﾄﾞﾗﾑ。

何度聴いてもすっごいﾊﾟﾜﾌﾙで忠義のﾄﾞﾗﾑにｼﾞｰﾝとしちゃうんだよねぇ。

もう忠義さま〜 ってなるもん。（笑

（↑重症

「関ｼﾞｬﾆ∞　夏だ！ﾂｱｰだ!!ﾜｯﾊｯﾊｰ!!!」
無事にｵｰﾗｽが迎えられて良かったです。

ﾎﾝﾄにｽﾀｯﾌのみなさんもｴｲﾄのみんなもeighterもお疲れ様でした。

次は忠義ｿﾛｺﾝで

ｿﾛｺﾝのｸﾞｯｽﾞが気になるところですが。（笑

忠義の欲しいものって何???
全然予想つかない。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ﾎﾝﾄは長野のﾚﾎﾟを書こうと思ってたのですが

寝たら頭真っ白になりました

すみません

なんかあたし、忠義の姿を必死で追っててｳｹる。

なんか近くにいるｴｲﾄより遠くても忠義!!!!みたいな。（笑

どんだけ好きなんですか???って思ったもん。

自分でもびっくりした。

あ。あともちろん章大にｱﾋﾟｱﾋﾟすることも忘れずに。（笑

これは空（＠章大）のためにね。

でもどうもﾗｲﾌﾞってゆーと丸ﾁｬﾝ側なんだよね。

ｲﾔじゃないけど相方空のためにも章大側ｷﾎﾞﾝﾇ。



ｽﾃｷな夏休みをありがとう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽ停滞中です。

近々進めていきたいと思ってますので

もうしばらくお待ちください。

ﾎﾝﾄにお待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙいただけると助かります。

個人的なﾒｰﾙもお待ちしてます。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽをﾎﾟﾁっとお願いします。

ｺﾒﾝﾄも出来たらください。（ｽﾞだな。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.09.02 Tue 差し込む光。

大倉担まひるですけどもー。

もう９月なんですねぇ。

ﾎﾝﾄ１年なんてあっという間ですよね。

もう今日は女の子の日ってこともあって

疲れも倍。

ちょっと気持ちも落ちつつ。（あ。これは女の子の日が原因ね。

それと１週間お休みしてたから体がなまってて

それで疲れちゃって

帰ってきて何もする気力になれなくて

呆然としてました

なんか仕事に行ったらみんなが「長野楽しかった???」って聞くんですよ。

楽しかったなんてもんじゃない!!!!!
ﾁｮｰﾊｯﾋﾟｰ

やっぱりｴｲﾄっていいなぁ。

それにeighterも最高。

なんか最後に会場のみんなで手を繋いで

「俺達が最高で最強の関ｼﾞｬﾆ∞ー!!!!」ってやるじゃないですか???
その瞬間にうーわ。ﾎﾝﾄに最高〜

って気分が味わえます

あの瞬間って何度やっても感動だよね

eighterでよかったなぁって思う瞬間ですね。

そうそう、１１月にsuper junior-Tが来日するんですね。

ﾓｴﾔﾝとｺﾗﾎﾞで「ﾛｸｺﾞでﾔｯﾎｰ」ってｲﾍﾞﾝﾄをするらしいんですが

なぜにﾓｴﾔﾝ???
行きたいなぁって思ったんだけど日程的に無理っぽい。(;∀;)
Tはsuper juniorからの６人選抜ﾒﾝﾊﾞｰなんですけど



ﾋﾁｮﾙもｲﾄｩｸもいるんですよ

だからやっぱり行きたいんですけどねぇ

あたし最近ﾓｴﾔﾝのこと３人ぐらいに説明してますよ

「ﾇｰﾌﾞﾗﾔｯﾎｰ」の人達です。

なんか今回の来日にあわせてﾛｸｺﾞも日本で出すみたいですし。

ﾛｸｺﾞってTの曲です♡

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
今日、BiDaN買ってくるの忘れたー

なんか忠義ってﾌｧｯｼｮﾝ誌率高いですよね。

それってすごく喜ばしいことですよねぇ。

なんかいつもと違った忠義が見れるってやっぱ嬉しいよね。

なんか結局２４時間TVあんまり見なかったなぁ。

昨日とかお腹痛くて寝てたので

疲れてもいたし。

いつかｴｲﾄもやる時がくるのかなぁ。

あたしたぶん終始泣き通しだと思いますけど

あたしﾎﾝﾄこうゆうの弱いんだよね

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらﾗﾝｸﾘお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2008.09.02 Tue ﾎﾟﾆｮがﾔｯﾎｰ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日はとにかく眠くてﾌﾞﾛｸﾞ更新したことも

覚えてないぐらいで。（笑

どんだけ〜???
今日も相変わらず眠くてぼんやりしています

あぁ。それにしても「ﾛｸｺﾞでﾔｯﾎｰ」に行きたい!!!!
ﾋﾁｮﾙに会いたいよー。(ノД`)
ｲﾄｩｸに会いたいよー。(ノД`)
でも全然ｲﾍﾞﾝﾄの内容が明かされてないんだよね。

何???
ﾊﾟｰﾃｨｰとか書いてあるんですけど!!!!!
何???何なの???
あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

絶対行かなかったことを後悔すると思われー

でもお金ないから行けない···｡(;∀;)
ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

なんか３日前にｴｲﾄを見たのがｳｿのように

ｴｲﾄ不足なんですけど

ｴｲﾄに会いたいよー。(ノД`)
でも忠義ｿﾛｺﾝまで１ヶ月ちょっとなんだよね。

お金ためとかなくちゃ。

ｸﾞｯｽﾞ代とかどのぐらいになるかわからないし。

「ﾛｸｺﾞでﾔｯﾎｰ」とか言ってる場合じゃないし

あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

でも「ﾛｸｺﾞでﾔｯﾎｰ」も言いたい。（笑

まぁ、前回ｼｭｼﾞｭのｲﾍﾞﾝﾄ優先してｴｲﾄのﾄﾞｰﾑ行かなかったから



今度は忠義ｿﾛｺﾝを優先させてTのｲﾍﾞﾝﾄに行くのやめよう。

もうお金持ちになりたいー。

そして体が２つ欲しい。

もしくは大倉家に永久就職したいです

忠義、嫁にもらってくんろ

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! 

忠義といつでも一緒の環境なんて幸せだなぁ

あんな男前を前にしたらあたしまたﾌﾘｰｽﾞしちゃうんですけど

なんであんなにｶｯｺｲｲわけ???
もうﾎﾟﾆｮで全然いい。

つーかむしろﾎﾟﾆｮで居てくれ

だってその方が忠義らしいもん。

でも忠義はｽﾚﾝﾀﾞｰな人が好きなんだよね。

あたしがﾎﾟﾆｮを卒らないとﾀﾞﾒじゃん!!!!
卒りてぇー!!!!
太れない体の人が本気で裏山。

あたしなんて食べたら食べた分だけ身になるよ

（↑自慢することじゃねぇ

忠義の嫁になろう計画進行中。（ｳｿです。

あ。そういえばﾓｴﾔﾝってﾇｰﾌﾞﾗ禁止になったんだよね???
なんかおねぇﾏﾝｽﾞで見た時は「おﾌﾞｽ」っていう金太郎みたいなやつ

つけてたんだけどそれに変わったの???
全然「ﾇｰﾌﾞﾗﾔｯﾎｰ」じゃないじゃん



なんか昨日ぐらいから喉痛くて。

風邪ひいたのかなぁ???
なんかそういや去年は夏風邪ひいてたような。

あれは懲りた。

しかも喘息出ちゃったし。

全然風邪治らないし

なんか今日ﾈﾀなしですみません。

面白くもないことをたらたらと書いてて。（笑

自分でも「え???」って思ったもん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.09.03 Wed 美男。

大倉担まひるですけどもー。

今日は１５時半に仕事早退していつもの通院。

今日は診察があったから終ったの１７時半だった。

それから本屋に寄ってBiDaNとTVｶﾞｲ買って来た

やっぶぁい!!!!!
BiDaNの忠義が激しく男前すぎゆ♡

あたし、お嫁に行けない気がしてきたよ···｡

だってこんな男前見ちゃったらﾀﾞﾒでしょ???
犯罪よ 罪よ 罪

なんでこんな男前好きになっちゃったんだろう???
ただﾁｬﾝより性格よくて男前ってどこにいるの???
居たら誰か紹介してくだﾊﾟｲ。

じゃなきゃ嫁に行けねぇ

死んだう♡

ただﾁｬﾝ責任取ってって今巷の独身大倉担は思ったはず。（笑

ﾏｼﾞもう無理なんですけどぉー

いや、きっと既婚者大倉担も思ったはず。（笑

ふ、不倫ですか???忠義さん。

うわ。ｴﾛｲ。（笑

もうﾎﾝﾄ無理!!!!!
忠義以外見れない。

目に入らない。

（↑重症

特に００８の衣装と表情がﾀﾊﾞｲ♡

なんでさりげなくあんなにｴﾛｲ表情とかしてるの。（笑

ﾏｼﾞ、大倉忠義のすべてが好きすぎゆ♡



ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ｱｧﾊｱｱｧｧ━━*´Д
｀*━━ｱｧﾝ!!

あぁ。今日眠れるかな???
きっとﾄﾞﾁﾄﾞﾁして眠れないよ。

あたしこの時代に生まれてきて幸せです。

形はどうであれ忠義に出会えて幸せです♡

ｿﾛｺﾝ、行けない人の分まで頑張って応援してこなくちゃ。

たとえ１回でも行けることになってあたしはﾎﾝﾄに幸せです。

なんか空（＠章大）に言われた。

未定も当たって８１８も当たってｿﾛｺﾝも全部自分名義で当たってるのね。

それってすごいよねって。

自分でも奇跡だと思う。

ﾁｹが取れなくてじれったい思いをしたのって

最初の山梨公演の時ぐらいかなぁ。

あの時も結局なんとかなったし。

まぁ、いつも影で頑張ってるのは空なんですけどね。（笑

あたしって···｡(ノД`)
ﾄﾞﾝﾏｲ。あたし。

最近あたしの の隣の家に改築工事が入ってて

朝からうるさくて休みの日は寝ていられません

まぁ、結局暑くて朝から目が覚めるので一緒なんですけどねぇ。（笑

それでもここ数日はｶﾞﾝ寝ですけど

もうとにかく体調が悪かった

ひたすら眠いし、欝だし。

先週からそんな感じだったし。

幸いにも長野の日が体調も良くて

やっかし病は気からですか???

お腹空いたんでこの辺で。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入ったらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽ只今停滞中。

近いうちに再開する予定なので

まだの方はしばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙをください。

個人的なﾒｰﾙも受け付けております。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからどぞ。

ｺﾒﾝﾄもいただけると嬉しいです♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.09.04 Thu 奥さん!!!!&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

歯医者に行ってきたまひるたそです

奥歯の銀歯が取れたので即効歯医者に行ってきました。

とりあえずそのままかぶせて

来週点検して終了予定です。

ふぅ。焦ったってばよ!!!!
それ親知らずだから最悪抜かれるんだけど

出来れば抜きたくないじゃん???
えぇ。そんなわけで１７時まで何も食べちゃﾀﾞﾒと言われてるのですが

ﾀﾞﾒと言われると食べたくなる子供心理。（笑

いや、食べないですけど

THE　ﾁｷﾝ

なんかずっと体調がよくなくて今日も１４時ぐらいまで

ずっと寝ててそれで起きてﾁｮｺﾚｰﾄ食べたら銀歯取れて

歯医者直行ですもん

何もしてねぇー

なんかしかも昨日の夜ﾏﾏﾝとｹﾝｶしてもっそい気分悪いの。

すっごい些細なことなの。

あたしがｻﾗﾀﾞを口にほおばってる時に

ﾏﾏﾝがｶｳﾝﾀｰ越に「はい。これ」って差し出してきて

でもあたしはほおばってるから取れないわけ。

そしたらﾏﾏﾝが切れて「早くしなさい!!!!」って強く言われたから

ついあたしもｶﾁﾝときて「食べてるんだから取れないじゃん。」って言い返したの。

それが更にﾏﾏﾝの怒りに触れ「今時の子はすぐ口答えする!!!!」ってぶちぶち



それが更にﾏﾏﾝの怒りに触れ「今時の子はすぐ口答えする!!!!」ってぶちぶち

言ってるからﾏﾏﾝが で話してる最中に

ｻｯｻと自分の部屋に戻ってきちゃった。

それは絶対あたし悪くないよね???
あたしそれでなくても体調悪いんだから勘弁して欲しいわ。

つーかつーか今日のﾚｺﾒﾝ、ｴｲﾄですわー

忠義も出るかな???
すばるは 出演っぽいよね???
ｿﾛｺﾝ大阪だし。

はぁ。忠義出たら嬉しいなぁ

（↑その前にﾈﾄﾗｼﾞをなんとかしろ

ｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟしてから設定してないんだよね

しかもｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰの問合せ先ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙじゃないし

あの高い方の電話番号。何秒ごとに１０円ってやつ。

そんなんで１時間とか待たされるんだよ

ｱﾎかぼけぇっていつも思う。

で、今設定変えてもまた１１月にﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟだからまた しなきゃ

ならないのね。

だから１１月まで待ちます。

昨日、BiDaNの見すぎで興奮して眠れなかったから

また今日ﾚｺﾒﾝにただﾁｬﾝ出たら興奮して眠れねぇー

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!!♡

ﾀﾊﾞｲ。想像だけで萌える♡

あの低音のｽﾃｷなVOICEがﾗｼﾞｵから流れてくるなんて♡

きゃは♡

まぁ、最悪居ない可能性もなきにしもあらずなんですけど

なんかﾃﾚｶﾞｲの松岡くんと忠義の対談で

松岡くんが忠義の言う「沖さん」が「奥さん」に聞こえるって。（爆笑



「奥さん」って!!!!

いつからﾔｽｹﾝは不倫ﾄﾞﾗﾏになったんだ???（笑

もう松岡くんとの対談の忠義がすんごく(○´艸`)ｶﾜｲｲ♡のよ

うっきゃんきゃん♡

相変わらず松岡くんは忠義に対してもっそいどSですけど （笑

でもそんな松岡くんに対して子犬のように従順な忠義がもっそいかわゆす♡

たまにはそんな忠義も見たいわよね

普段はどS大倉ですけど

ﾗｲﾌﾞ前にやっすんがご飯しか食べないって話したら

忠義がﾐｰﾄﾎﾞｰﾙは???エビフライは???って突っ込んでる大倉忠義さんがｽﾃｷです

さすがﾎﾟﾆｮ番長や〜。（笑

（↑なぜに関西弁

（↑むしろ彦麿風（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽ只今停滞中。

近いうちに進めていく予定ですので

しばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

個人的なﾒｰﾙもお待ちしてます♡

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからどぞ。

ｺﾒﾝﾄ大歓迎です♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.09.05 Fri 寝ぼけ中の大倉忠義。

大倉担まひるですけどもー。

牛乳１ﾘｯﾄﾙ飲んだらお腹下しました

で、ﾚｺﾒﾝですよ。

やっぱり予想通りのﾒﾝﾂだった気が。（笑

ちなみにヒナﾁｬﾝ、ヨコ、やっすん、丸ﾁｬﾝの４人ね。

ヒナﾁｬﾝとやっすんの飯行く行かないの攻防戦がめっちゃ

面白かった。

なんでやっすんはヒナﾁｬﾝとご飯行かないのん???
さすが腹黒いですぜ。安田さん。（笑

で、出たー!!!!!
忠義に

全国放送からでよかった!!!!
もっそい眠そうな声で出る忠義。

やばぁい。

(○´艸`)ｶﾜｲｲ♡
２２時１０分頃にも電話したらしいんだけど

ﾏﾈｰｼﾞｬｰのじんじん（宮下仁さん）からﾚｺﾒﾝから電話あるからって

言われてるにも関わらず電話に出損ねる大倉忠義。

ちなみに今日は夕方で仕事終ってご飯の買出しに行って

秋刀魚買ってきて食べたそうで。

で、洗濯したりして有意義に過ごしていたにも関わらず

なぜにそんな眠そうなんだ???
大倉忠義よ。

で、明日早いみたく言ってたけど実際は普通に９時からで。（笑

４人に早くないと突っ込まれ。

で、ﾘｽﾅｰから質問もきてて広末さんのことお姉さんって呼べたか???
みたいな質問だったんだけど

結局今現在呼べず。

ﾁｬﾝｽもあったらしいが逃す大倉忠義。

そしてﾘｽﾅｰの横山裕さんから一発芸のお願いが。（笑



寝ぼけつつ「横山くんからやろ〜???」って。（笑

２回ﾁｬﾝｽを与えられるもでけへんと言い張る大倉忠義。

２回目は「なんだん」（？）と小声で言ってたと思う。

ﾊﾞﾘ(○´艸`)ｶﾜｲｲ♡
で、電話終ってからヨコの に

ｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞでｺﾞﾒﾝなさいとﾒｰｳする大倉忠義。

どこまでも(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲ大倉忠義であった。

そうそう、それで今日の男塾に出てた「まことさん」ね。

入塾出来なかったんですが

あたしこの人、長野の時見ました。（笑

あたし達の席の左斜め上のｽﾀﾝﾄﾞの１番前で女友達と三兄弟のTｼｬﾂ着てて

ヒナﾁｬﾝにｻｲﾝﾎﾞもらってた。

始まりの時にヒナﾁｬﾝが「男eighter!!!!」って言ってた時

この人めっちゃ元気だったよ。(笑

あ。ちなみにﾏﾈｰｼﾞｬｰのじんじんはあたしが嵐担の時の嵐のﾏﾈｰｼﾞｬｰだったんで

よく覚えてます。

あ。ちなみに忠義が の待ちうたにしてた曲

なんだったっけ???
なんか思い出す前に忠義が に出ちゃったから

結局思い出せず。(ﾁｰﾝ
誰か知ってたら教えてください。

すばる、無事に初日終えたみたいだね。

なんかきっとｴｲﾄのﾗｲﾌﾞとはまた違った特別な想いのあるﾗｲﾌﾞだと

思うのね。

渋谷すばるとFiVeのｺﾗﾎﾞじゃない???
やっぱりあたしの中ですばるって特別な存在なんだよね。

たぶんそう思ってる人すごく多いと思うんだけど

人一倍繊細で歌うことが大好きで

すばるのつらい時期もたくさん見てきたし、



それで今があるからﾎﾝﾄにすばるがここまでこれたってことが

あたしにとってもすごく嬉しいし、

すばるのひとつの夢でもあったと思うんだよね。

お客さんと一緒に楽しむことが大切だって言ってた

そんなすばるのｿﾛﾗｲﾌﾞ。

出来ることなら行きたいなぁって思うけど

やっぱり１人でも多くのすばるをﾎﾝﾄに大切に思ってる人に

観て感じて欲しいからあたしはあえて行きません。

でもその分忠義のｿﾛｺﾝははじけるけどね。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽ只今停滞中。

近いうちに再開したいと思ってますので

しばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙくださいまし。

個人的なﾒｰﾙもお待ちしてます♡

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからどぞ♡

ｺﾒﾝﾄも大歓迎です♡

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.09.06 Sat おめでとう。

TADAYOSHI OKURA
RYO NISHIKIDO
SHOTA YASUDA

RYUHEI MARUYAMA
入所１１周年おめでとう!!!!

１１年間いろんなことがあったね。

それでも１１年前のこの日にこの４人が出会えたことは

やっぱり運命だと思う。

（丸ﾁｬﾝは２回目だけどね。(笑
１１年間一緒にいろんなことを経験して

そして今がある。

きっとｹﾝｶなんかもたくさんしてきたと思う。

それでも今でも仲良くやっていけるのは

ある意味運命の出会いをしてしまったんだなぁって思います。

あたしはエイトなら１０年先も続けていられるんじゃないかなぁって思います。

だってこんなに結束力の高いｸﾞﾙｰﾌﾟ見たことないもん。

（↑これはあたし目線ね

他にも結束力の高いｸﾞﾙｰﾌﾟはたくさん居ます。

飽き性の忠義がこれまで続けられたってことは

やっぱりそれだけ魅力的でやりがいのある仕事だからだと思います。

１２年目の活躍も楽しみにしてます。

2∞8.9.6　大倉忠義担当　福原まひる



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.09.08 Mon 人って。

大倉担まひるですけどもー。

あたしはちょっとおせっかいなとこがあるようで

そのことで友達を傷つけ、そしてあたしも傷つきました。

自分のしたことで。

ﾊﾞｶだなぁって思いました。

でも気持ちを切り替えてまた今日からﾌﾞﾛｸﾞ書きます。

えぇ。最近のあたしはですね。

まず、ｼｭｼﾞｭの写真集が届きました

１００枚の写真から好きな写真選んで作って

その写真集に自分の名前のｸﾚｼﾞｯﾄが何箇所かに入ってるんですよ

ﾎﾝﾄに世界に１冊しかない写真集なのです。

すっごい記念になりますよね。

なんか好きな写真ばっかりだから最近は頻繁に眺めてます

ﾋﾁｮﾙとｲﾄｩｸとﾘｮｳｸの写真ですっごい好きな写真があるんですよ

でも考えたらﾄﾞﾝﾍの写真があんまりなかったような。(;∀;)

で、一昨日、お通夜があり、仕事休んで行ってきました。

今年はﾎﾝﾄ大切な方がすごく多く亡くなります。

こうも続くと若干凹みます。

月１で喪服着てますもん

なので若干情緒不安定なんですけど。

で、明日は午前中に歯医者の予約が入ってるので

今日は早く寝て疲れをとろうかなぁと思ってます。

なんか疲れると親知らずが痛むんですよね。

それが今、治療中の歯で。



だからあんまり痛むと抜かなきゃならないから

出来るだけ疲れをとって抜かないで済むようにしなくちゃね。

で、一昨日初めて「恋空」を見ました。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
あたしの大好きなはずの瀬戸康史くんがあまり···｡（苦笑

なんか顔がちっちゃ過ぎて帽子が似合わなくて

萌えってならないの。

金髪の時は最大に萌えってなったのに。

やっぱり三浦春馬くんかしら???（笑

でもあまりにも阿部力さんがいい人過ぎて泣いてしまった。

そこかよ!!!!

で、ﾔｽｹﾝ見てまたｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
ただﾁｬﾝがかっこよすぎる〜

いい人すぎゆ〜

なんかただﾁｬﾝの「沖さん」ってｾﾘﾌと「姉さん」ってｾﾘﾌが妙に

耳に残ります。

あんな弟が欲しいです （切実

まぁ、実際にはあんな彼氏ですけどね。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸしてください。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.09.10 Wed 更なる飛躍の年に向かって。

HAPPY BIRTHDAY
HIROKI UCHI

22th!!!!

２２歳おめでとう。

焦らず少しづつのﾍﾟｰｽだけど

活躍の場が見れて嬉しく思います。

お芝居してる時の博貴も好きだけど

やっぱり歌ってる時の博貴も見たいなぁって思います。

ﾎﾝﾄに博貴の歌は最高だもん。

焦らずゆっくりまたエイトに戻ってこれますように。

今の前向きな博貴はﾎﾝﾄにｶｯｺｲｲよ。

博貴が大好き♡

２２歳の博貴が２１歳の博貴よりも

もっともっと幸せでありますように。

８→１

2∞8.9.10　　福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。



JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.09.11 Thu ２４ｔｈ　おめでとう。

HAPPY BIRTHDAY
SHOTA YASUDA

24th!!!!!

章大、２４歳おめでとう。

２３歳という歳はいろんなことにﾁｬﾚﾝｼﾞした歳だと

思う。

１人舞台やったり作品作ったり

章大の芸術面が特に開花したよね。

２４歳とゆう歳は更にいろんなお仕事が出来たらいいなぁって

思います。

ﾔｽｹﾝに出て今までと違った章大が見れたのも

楽しかった。

もっともっとﾄﾞﾗﾏとかお芝居の仕事が見たいなぁって

思うし、創作活動も頑張って欲しいなって思うし。

もちろんエイトのｷﾞﾀﾘｽﾄとしても最高のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを見せて欲しい。

あと２４歳のやっすんはぜひヒナﾁｬﾝとご飯行ってくださいね。

ヒナﾁｬﾝ、寂しがってると思います。

２４歳という歳を楽しんでください。

２４歳おめでとう。

章大の元にたくさんの幸せが舞い降りてきますように。

2∞8.9.11　福原まひる。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。
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2008.09.12 Fri 久々普通のｴﾝﾄﾘｰ。

大倉担まひるですけどもー。

なんか今日１日爆睡してて

今眠れない

なんか最近隣が工事しててうるさい中でいかに眠るか???(笑
さすがどM福原の考えそうなことです

最初は全然眠れなかったんですよ

それが最近は結構眠れます

ドアホゥです

そうそう、１１月にｼｭｼﾞｭの発売ﾗｯｼｭがあってｼﾝｸﾞﾙが4種類、

映画のｻﾝﾄﾗも出て映画のDVDも発売になるので

ホントに予約どうしようかなぁって思ってます。(ノД`)
ﾎﾝﾄに９月１０月１１月は極貧生活なんですよ

ｾﾚﾌﾞになりてぇー

なんか最近ﾌﾞﾛｸﾞを書く意欲が起きないんですよねぇ

一時休止にしようかなぁとも思うんですけど

あたしのことだから１日経ったら気持ちも変わってるかも

しれないって思って結局毎日そう思って続けてるんですけど

正直しんどいですね

まぁ、原因は前にも書いた友達とのいざこざなんですけど

あたしの出すぎた行動が原因ですし、

人それぞれ考え方、受け取り方が違うんだなぁってことを

今回学んだし、

あたしは良かれと思ってしたことが(それが大きなお世話だっつーの

結果相手を傷つけることになり、

非常にｼｮｯｸです

もう切ってもらっても全然かまわないんですよ。



お互いの考えにだいぶ差があることに気づいたし。

切ないですね

ﾌﾞﾛｸﾞでこんな愚痴こぼすのはﾎﾝﾄはよくないってわかってます。

でもあたしもつい欝になってしまって。

だらしないですよね。

そうそう、モモも飼い始めて１ヶ月が過ぎました。

３倍ぐらいの大きさになって最近はお手とお座りとおあずけを覚えました。

垂れ下がってた耳もﾋﾟﾝと立ってすっごいcuteです♡

久々にAIR聴いてます♡

なんか気持ちがすごく穏やかになってくのを感じます。

そうそう、最近「学校じゃ教えられない」に出てる

中村蒼くんが気になってます

もう中村蒼くんがｲｹﾒﾝなんだよねー♡

中村蒼くんのﾌﾞﾛｸﾞﾊﾟｰﾂとかもあるんだけど

さすがに貼る場所がなく泣く泣く諦めました。(;∀;)

なんか最近UFOのCMすっごいよく見るんですけど

残念ながら捕獲は出来てないんですよ。(;∀;)
なんか忠義の髪を耳にかけてるのがもっそい萌え♡

あ。ｸﾞﾘﾑｽが大人の樹になりました。

なんかいろいろ見たんですけど大人の樹でもいろいろ

形違うんですね。



（↑まぁ、１本目はこんな感じで。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらポチコンとよろしくお願いします。
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2008.09.14 Sun そっと抱きしめる椿くん。

大倉担まひるですけどもー。

今日はﾎﾝﾄ疲れた。

なんかほぼ１日ﾚｼﾞにいるとｽﾄﾚｽ溜まるし。

なんかあたしに息抜きはないのか???
最近仕事行くのちょっと憂鬱。

仕事が嫌いなわけじゃなくて

店長とかでこれやってください。あれやってください。

ってあたしだって自分の仕事やってるのに

細々とした仕事は全部あたしにやらせて

自分はﾊﾞｯｸﾙｰﾑでたばこ吸ったりお茶飲んだりしてて

なんかやる気を欠くんですよね

まぁ、それが社会の厳しさなのかもしれないけど。

なんか今日ﾎﾝﾄに動くのがｲﾔになってしばし呆然としてました。

あ。今日のﾔｽｹﾝちょっと見ました。

ﾀﾊﾞｲ。鼻血出るかとｵﾓﾀよ。

純ﾁｬﾏがﾔｽｺをふわーって感じで抱きしめた瞬間

あたしはﾔｽｺになりました

もう心臓ﾊﾞｸﾊﾞｸで純ﾁｬﾏの暖かさが伝わってきました。

あたし死んだうかとオモタよ。

純ﾁｬﾏの大きな体に包まれたい。

そして純ﾁｬﾏの堪能な英語

真剣に純ﾁｬﾏに恋してました

思ったんですけど純ﾁｬﾏ、時々表情険しいですよね。(笑
それが大倉忠義と一致するんですよねぇ。

忠義も時々険しい顔してる時ありますもん。(笑
あたしはそんな表情の大倉忠義も大好きです

来週はいよいよエリカさんですね。

それにしても広末さんがすっごい綺麗だなぁと最近つくづく



思うんですけど

ﾎﾝﾄ美形一家ですよね

人って好きになるとほんの些細なことでも嬉しかったり、

ちょっとしたこと気にしたりすごくヤスコの気持ちが

あたしにも伝わってきて号泣してました。

あたしも大倉忠義という人を本気で好きなんだなぁって。

この気持ちは曲げることのできない事実なのです。

痛いﾔﾂだけどでも好きなものは好き♡

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2008.09.15 Mon 何事も地道な活動。

大倉担まひるですけどもー。

今日、６時ぐらいから起きてるから若干眠いんですけども。

今日は職場に早く出勤しなくちゃならなくて

９時から２２時まで仕事してました。

なんか今日先輩と仕事だと憂鬱になりません???
って話をしてて。

なるなる。でも何で???って。

結局人員不足とゆー結果に。

もうｷﾞﾁｷﾞﾁのｽｹｼﾞｭｰﾙにｷﾞﾁｷﾞﾁの仕事内容。

もう仕事終わるとｸﾀｸﾀで帰ってきて

２階の階段を上るのもしんどいぐらい疲れるんだよね

例えば体調が悪くなって仕事を休むのにも

代わりがいなくて休めなくてってゆー状況で

やめてくﾊﾞｲﾄが多いんだよね。

あたしもそれで何度か辞めたいって思ったし。

だから人を増やしてもっとゆとりのある職場を作って

欲しいなぁって。

先輩なんて昨日２４時まで働いていて

今朝８時から出勤してたらしい。

あたしなんて全然ﾏｼなんだけどさぁ。

で、人が足りないから忙しくてなかなか自分の仕事が進まなかったりで

ｲﾗｲﾗしたり今すごく働きにくい環境にいるんだよね

まぁ、それでも忠義を思えば頑張ろうって思えるんだけどね。

忠義だって寝る間を惜しんで働いてるかと思うと

やっぱり頑張ろうって。

でもまぁ、環境は改善してもらうつもりでいるけどね。

求人出すとか言ってたし。

あぁ。明日は１２時から仕事だ。

まぁ、 でいつ起こされて来てって言われるかもわからないけど。(;∀;)



なんか忠義ってﾄｰｸの腕上がったよね???
めっちゃﾎﾞｿって言う一言がおかしくて

昔からそうゆうとこあったけど最近ﾎﾝﾄに面白い。

忠義ってあんまり前へ前へってﾀｲﾌﾟじゃなかったけど

長野の時みたいに率先してしゃべってくれるのも嬉しい♡

もうﾃﾚ朝さんの新番組が楽しみで

だってあたしｼﾞｬﾆ勉見れないから今、忠義見れるのって

ﾔｽｹﾝだけだし。

だからﾔｽｹﾝ終ってからどうしよー って思ってたし。

なんか噂だとﾃﾚ朝さんでしかやらないと言う話を聞いたので

ﾃﾚ朝さんの映らない地域の方は地元のTV局さんに問い合わせして

放送してくださいと要望を出した方がいいかもですね。

何事も地道な活動です♡

なんかあたしはﾎﾝﾄにありえへんが面白くなくて

あの３人が出てなきゃ確実に見てないなぁ。あの番組。

実際ここ１ヶ月ぐらい見てないし

まぁ、そんなわけで新番組での忠義の活躍が楽しみです

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

眠さの限界。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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2008.09.16 Tue 好きって。

大倉担まひるですけどもー。

今日も３時間ぐらいしか寝てなくて

眠いんですけど。

なんか寝る前はすっごい眠いのね。

でもいざ寝ようとするとお目目ﾊﾟｯﾁﾘなの。

なんで−???
さすが不眠症

明日は だし、早く寝ようー

まぁ、それでも３時近くになるんですけど。

（↑深夜ｱﾆﾒを見てるから。(笑

で、今日はｴｲﾄの夏ｺﾝのｸﾞｯｽﾞをWebで申し込みました

長野の時買おうか迷ったんだけど

降ってたからﾊﾟﾝﾌしか買わなかったの。

うちわも７種類欲しかったし、ｸﾘｱﾌｧｲﾙもどうせ申し込むし、と思って。

で、今日申し込みました。

届くのもっそい楽しみ

これ毎回楽しみなんだよねぇ

なんかなんだかんだと言ってもﾔｽｹﾝの最終回も近いし、

世にも奇妙なも近いし、少ｸﾗﾌﾟﾚﾐｱﾑ(丸ﾁｬﾝ）も近いんだよなぁ。

なんかね、ﾔｽｹﾝは最終回楽しみでもあるけど

でもやっぱり寂しいのが１番かなぁ

なんかまだ全部見れてはないんだけど

それでも毎週椿純とゆうｷｬﾗを通して忠義のこと見てきて

毎週胸がｷｭｰﾝ♡ってなって忠義っぽいとか忠義っぽくないとか

いろんな表情を見てきたわけで。

そうゆうのもひとつの勉強になったし、楽しかったし、



ﾔｽｺ気分で見てました。(笑
恋って切ないけどﾎﾝﾄにいいものだなぁって改めて気づかされたし。

でも忠義が演じる椿くんはﾎﾝﾄに優しくていい人で

暖かい人だった。

あたしはそんな椿くんが好きだったし、

椿くんが忠義で良かったって思ってる。

そしてﾔｽｺが多部ﾁｬﾝでﾎﾝﾄに良かったって思う。

ﾔｽｺの一生懸命さにたくさん胸打たれたし、

多部ﾁｬﾝだったから共感出来たような気がする。

ｹﾝｼﾞもｴﾘｶもｱｼﾞﾀﾞｽもﾓｽもｶｵﾘもﾐｯｷｰもみんな大好き

世にも奇妙なはね、怖い時と全然見れる時があるから

ちょっとﾄﾞｷﾄﾞｷ

でもヨコが知ってる場所ばっかりで撮影やってるって言ってたから

見るのが楽しみ。

なんかある意味ヨコのﾙｰﾂ的ﾄﾞﾗﾏ???
まぁ、関東しか(´ー｀)ﾁﾗﾈｰあたしが見て気づけるのか???って疑問もあるんですけども。

まぁ、かみ締めて見ますわ。

まぁ、１番心配なのは丸ﾁｬﾝだったりするんですが (笑
丸ﾁｬﾝって真剣ﾄｰｸｲｹる???
丸ﾁｬﾝが真剣に語ってるのなんて見たことないんですけど

常にﾊﾟｰﾝと背中合わせの男よ???
大丈夫???
はぁぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

ﾘｱで見れないのが非常に残念である。

でもﾘｱで見たら心臓ﾊﾞｸﾊﾞｸかも。(笑

嵐の宿題くん見てるんだけど

今日はｹﾞｽﾄが髭男爵さんで。(笑
で、ﾙｲ山田さんの彼女がニノのﾌｧﾝらしく。(笑
ニノの誕生日に を食べさせられるらしい。(笑
なんか想像しただけで面白いんだけど。(笑
で、番組中ずっと嵐に虐げられる髭男爵。(笑



き、貴族が!!!!!

なんか今朝起きた時から喉が痛くて。

風邪か???
あたし、風邪は喉からﾀｲﾌﾟなので喉痛いともっそい敏感。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽ只今停滞中。

なるべく早めにやりたいと思ってますので

しばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます♡

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽをﾎﾟﾁっとお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2008.09.18 Thu やっかし。

こんばんワンツー。

大倉担まひるですけどもー。

只今風邪ひいて寝込んでます。(ノД`。)
昨日は仕事に行ったんですけど

帰ってきてから熱が上がってグッタリ。

まぁ、近況報告でした。

まひる。



2008.09.21 Sun 「ﾔｽｺとｹﾝｼﾞ」お疲れ様でした。

大倉担まひるですけどもー。

まだ鼻声だし、咳も出たりしてしんどいんですが

そろそろﾌﾞﾛｸﾞ復活しようと思います。

もう喉飴の食べすぎで口の中痛いし

何がつらいってやっぱ咳かなぁ。

あたしちょっと喘息持ちなんですよね。

時々喘息の出る時があって今回出てるんで

しんどいですね

ﾔｽｹﾝ、とうとう終ってしまいましたね

なんか最後みんなうまくいってすごく良かったなぁって。

そういや、結局純ﾁｬﾏのﾁｯｽはなかったですね。(笑
なんかﾄﾞﾗﾏが始まるまではｷｽｼｰﾝあったらｼｮｯｸだなぁとか

思ってたんですけど

結構最後の方になってﾔｽｺに感情移入してて

ｷｽｼｰﾝあってもいいかなぁなんて思って見てました。

なんかあたし基本どMなんでそのぐらいいたぶられた方が

燃えるんですよね。(笑
あ。でもあんまり衝撃的なのは立ち直れなくなるんで。

適度にお願いします。（ﾍﾟｺﾘ

裸でﾍﾞｯﾄﾞから出てくるとか後ろにぶっ倒れるんで。

(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!
まぁ、それも終ったから言えることなんですけど (笑
なんかﾔｽｺの妄想ｼｰﾝで椿くんとﾁｯｽ寸前までのやつ

あったじゃないですか???
あれでもちょっと

ｲﾔｰｰｰｰｰｰｰｰﾝ。椿くｰｰｰｰｰｰｰｰん。(;∀;)



ってなってましたもん。

（↑重症

いやはや、忠義にはまだﾁｯｽは早いかな。(笑
(↑お前の心の準備が足りないだけだろ???
でもﾎﾝﾄ広末さん、綺麗ですよねぇ♡

もうﾎﾝﾄｹﾝｼﾞとお似合いです♡

でもすっごい長野くんもいい人だったし、

最後、青田もいい人になってたし、

みんなに祝福されてるｴﾘｶとｹﾝｼﾞなんだなぁって思いました。

あたし法律とかに全然詳しくないんで

よくわからないんですけど

ｴﾘｶとｹﾝｼﾞが結婚してﾔｽｺと純くんは義理の兄弟になったわけじゃないですか???
それでも結婚って出来るんですか???
（↑そこは突っ込み所ですか???

ﾎﾝﾄ、ﾔｽｹﾝ、約３ヶ月の間忠義含め出演者の方、

ｽﾀｯﾌの方々お疲れ様でした。

すごく楽しませていただきました。

心の温まる物語だったし、人を好きになるってこうゆうことなんだ

って改めて気づかされたし、

毎週、ﾔｽｺ気分で見させていただきました。（←図々しい

ありがとうございました。

優等生、椿純役もいいなぁと思った次第でございます。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにありがとうございました。

忠義の新しい一面も垣間見れてすごく楽しかったです。

ﾔｽｺと付き合うことになってちょっとだけ

ﾃﾞﾚﾃﾞﾚしてた忠義がもっそい可愛かったです♡

また次忠義がどんな役でﾄﾞﾗﾏに出られるかもっそい楽しみです。

今はｿﾛｺﾝのことで頭いっぱいだと思うけど



ｿﾛｺﾝ、ﾎﾝﾄに楽しみにしてるんで今、大倉忠義に出来ることの

すべてを見せて欲しいと思います。

あ。でもそんなに気負わずいい意味で力の抜いた大倉忠義が見れたらいいなぁって

思います。

忠義が忠義らしくﾗｲﾌﾞが出来ますように。

(↑大倉忠義検定１位取りましたぁぁぁぁぁ。

でも問題が間違ってるやつあったんだけどね。(;∀;)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾚｽ只今停滞中です。(;∀;)
お待たせしててすみません。

ｺﾒﾝﾄいつもありがとうございます。

ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます♡

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

個人的なﾒｰﾙもお待ちしてます。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからﾎﾟﾁっとお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2008.09.22 Mon たくさんのおめでとう。

HAPPY BIRTHDAY
SUBARU SHIBUTANI

27th!!!!

すばる入所１２周年おめでとう!!!!

関ｼﾞｬﾆ∞
全国ﾃﾞﾋﾞｭｰ４周年おめでとう!!!!

すばる、２７歳おめでとう。

あたしはすばるの歌が好き。

すばるの作る詩が好き。

ﾔﾝﾁｬなところもあるけどでも繊細で

ｴｲﾄには欠かせない存在。

昔はまさか自分の中にこんなにすばるの歌が心に

入り込んでくるなんて思ってもなかった。

だから余計に大切に思えるし、

すばるの歌に対する姿勢とか歌うことが大好きなとことか

そうゆう部分も含めて好き。

１０代でﾔﾝﾁｬしてたすばるももう２７歳。

でも入所した当初の気持ちを忘れないで

これからも頑張って欲しいなぁって思います。

ﾌﾗﾌﾗﾗｲﾌﾞ行くことが出来ないのはすごく残念だけど

でも足を運ぶﾌｧﾝ１人１人を満足させるﾗｲﾌﾞをしてくれる

ことは間違いないと思う。



すばるの歌ってすごく暖かくて

なんか艶があってまた聴きたいって思うんだよね。

心の奥底まで染み入ってくるし。

素直にｶｯｺｲｲなって思えるんだよね。

そんなすばるが大好き。

全国ﾃﾞﾋﾞｭｰ４周年だね。

なんかまさか関西限定発売なんてお試し的ﾃﾞﾋﾞｭｰを乗り越えて

ここまで人気出るなんてぶっちゃけ思ってなかった。

でもｴｲﾄは頑張ってきたんだよね。

上に上り詰める一心でここまで来たんだよね。

これからも上を目指して頑張って欲しいと思う。

４周年おめでとう。

2∞8.9.22　　　関ｼﾞｬﾆ∞　大倉忠義担当　福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらｸﾘｯｸﾎﾟﾁっとお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.09.22 Mon 上がったり下がったり。

大倉担まひるですけどもー。

仕事の時はﾏｽｸをしてるんですけど

ﾏｽｸしてるうえに咳と鼻水が出るので

やたらと口数の少ない大倉担まひるですけどもー。

なんかしかもMくん（わりとｲｹﾒｿ）がﾚｼﾞ入ってて

洋服たたむの手伝ってたら

ﾋｽﾃﾘｯｸな女のお客さんに

「あなたにやってもらいたくて店に来たんじゃないのよ!!!!
こっちの人（Mくん）にやってもらいたくて店に来たんだから

余計なことしないで。」って言われたんですけど。

Mくん目当てで店来るのはわかるけど

あたし一言も口出してないんですけど。

何気に凹んだ。

べつにそこまで言うことなくない???
どこまでﾋｽﾃﾘｯｸなんだ???
いつもならMくんに真相を聞くところだが

風邪で弱ってるためそれで撃沈してMくんにも何も聞かず。（ﾁｰﾝ

ﾎﾝﾄ踏んだり蹴ったりとはこのことだよ。(;∀;)

そ、そ。

山梨で今日から韓国ﾄﾞﾗﾏの「ﾌﾙﾊｳｽ」が始まって

とりあえず毎日録画して毎晩見ることにした。

いや、ﾌﾙﾊｳｽは前から見たかったのよ

山梨って何気に韓国ﾄﾞﾗﾏよくやってる。(笑
でもあたし冬ｿﾅは２回ぐらいしか見たことないのよ

意外でしょ???
なんかあたしのｲﾒｰｼﾞ的に韓国ﾄﾞﾗﾏ、網羅してそうでしょ???
案外見てない

でもﾊﾟｸ　ﾖﾝﾊは好きなんだよ。(笑



おかしくね???
まぁ、ぶっちゃけ で見るとまず日本語吹き替えじゃん???
それで萎える。

まぁ、たぶんﾌﾙﾊｳｽも吹き替えだとは思うけど。（笑

でも見たいんだって

あ。今日、SHOCKのDVD予約したお店から あって。

あたし初回か通常か言ってなくて

それで朝、お店に して「初回で。」って言ったのに

伝わってなかったみたいで店長から かかってきた。

もうまさかあのｵｰﾅｰｵｵｸﾗが見れるとは思ってなかったので

非常に嬉しいです♡

亮ﾁｬﾝから子豚呼ばわりされたあのﾋﾟﾝｸのｽｰﾂが見れるなんて♡

あたし的にはあのｽｰﾂすごく似合ってたと思うんだけどなぁ。

まぁ、あたし的に忠義に似合わないものはないとまで言ってしまうんですけども。（笑

ﾏｼﾞで。ﾏｼﾞで。

子豚ｽｰﾂ。（笑

いやぁ、発売が楽しみ♡

全然お金ないけど。（笑

ﾏｼﾞで剛つんのｿﾛｺﾝとか行ってる場合じゃないし

（↑まだ忘れてなかったんだ???(笑
空（＠章大）がｶﾐｺﾝなら絶対行くのにと言ってた元ﾄﾆ担。(笑
今は岡田きゅんにご執心のようですが

何気に岡田きゅんのｷﾞｬﾗﾝﾄﾞｩﾈﾀで盛り上がるまひると空なのでした。(笑
（↑THE変態

えぇぇぇぇぇぇぇぇえ。

でももし忠義にｷﾞｬﾗﾝﾄﾞｩがあったら永久脱毛させるわ。(笑
だって顔の濃さに比例してないもん。

あれは岡田きゅんだから許せるのよねぇ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。



いつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

なかなかお返事が出来ずすみません。(;∀;)

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.09.23 Tue これもひとつの運命。

大倉担まひるですけどもー。

また今夜も牛乳１ﾘｯﾄﾙ飲んでお腹くだしてます

で、眠れないってゆーね

まぁ、今日は祝日で も休みなんでのんびり過ごそうかなぁ

なんて思ってます。

出来たらｺﾒﾚｽなんぞを進めたいなぁって思ってるんですけど。

あ。今日って世にも奇妙なだっけ???
HDD空けなくちゃ全然録画出来ないと思われー

なんかHDDって便利なのか不便なのかさっぱり

もう編集とかめんどくさくて。

やっぱりあたしは昭和の人間ね

まぁ、いいや。ただﾁｬﾝも昭和の人間だし。

なんかただﾁｬﾝが昭和の男ってゆーとなんか渋みを増してきません???
でもただﾁｬﾝはきっとHDDをｻｸｻｸと編集してるに違いないわ

だってあたしなんて未だに「ﾗｲｱｰｹﾞｰﾑ」とか

お正月にやった「のだめSP」とか「ﾗｽﾌﾚ」とかHDDにざっくり残ってますよ

もうﾗｽﾌﾚはDVD-BOX買うことにしたから消しちゃおうかなぁって

思ってるんだけどね。

で、まだNEWSのﾗｲﾌﾞDVDも見てないから見たいし。

やることはたくさんあるけど有意義に使いたい。うん。

しかも明後日にはsuper juniorの日本初単独公演のDVDが届くから

水曜日には見たいし。

あ。ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ見た。

今回は千原ｼﾞｭﾆｱさんで。

なんかその時、嵐の宿題くん見てたからﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰは

ﾜﾝｾｸﾞに録画してｱﾆﾒ見終った後にざっくりと見ました。

やっぱｼﾞｭﾆｱさんはすごくｶｯｺｲｲ人だなぁって思いました。

あたしお笑いとか普段そんなに見ないんだけど



ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝさんが絡むと結構見るんですよ。

あたしﾎﾝﾄに松ﾁｬﾝ尊敬してて。

あと島田紳助さんはﾎﾝﾄに尊敬してます。

お笑いはﾎﾝﾄに好きなんですよ。

小学校とか中学の頃とかに結構ﾊﾏってて。

なんかｼﾞｭﾆｱさんがｺﾝﾄ番組作りたいって言ってたけど

やったら絶対見ますよ。

だって絶対面白いですもん。

なんかｲﾛﾓﾈｱも録画してて見たんですよ。

確かに最近面白い芸人さんもいるけど半分以下の芸人さんが

肩透かしですよ。

残ってく芸人さんなんてﾎﾝﾄわずかですよねぇ。

その中で残ってく芸人さんがｼﾞｭﾆｱさんなんだろうなぁ

なんて思います。

人を笑わすってﾎﾝﾄに難しいことなんだなぁって思います。

だからやっぱりｴｲﾄって芸人さんでもないのに

すっごく面白くて８人揃ったら無敵だと思います。

ﾄｰｸやｺﾝﾄで笑わかしてもらって歌でも笑顔にさせられて

感動させられてやっかしｴｲﾄに出会えてよかったなぁって思う。

ﾄﾞﾗﾏでもいろいろ考えさせられてあたし、友達にﾐｭｰｼﾞｼｬﾝの方とか

いるんですけどやっぱり何かに秀でてる人はｵｰﾗが

違う。

あたし、某ﾀﾚﾝﾄさんが芸能界に入る前から知ってるんですけど

初めて見た時からこの人はこのまま終わる人じゃないなって

思ってました。

だからｴｲﾄもきっとそうなんでしょうね。

もうそれだけで尊敬です。

あたしは日々、こうしてｴｲﾄに成長させられてるんだなぁって

思います。

ありがとう。ｴｲﾄ。

そしてあたしはeighterで幸せです♡

あぁ。外は鳥が鳴いてます。

完全に朝ですね。



完全色のｴｲﾄに会いたくて。

そろそろ戻ってきてくれてもいいんじゃないかと。

ｼﾞｬﾆｰさん、お願いします。

あ。丸ﾁｬﾝの少ｸﾗﾌﾟﾚﾐｱﾑ見たよ〜

なんかあたし的には忠義に比べたら全然順風満帆だったと思うよ。

だって昔から関ｼﾞｬﾆと言えばヨコ、ヒナ、すばる、亮ﾁｬﾝ、やっすん、丸ﾁｬﾝだったもん。

そこに途中から博貴が入ってきて最後に忠義が加わって

関ｼﾞｬﾆ∞に。

なんか丸ﾁｬﾝが真剣に話すﾄｰﾝが丸ﾁｬﾝも苦労してきたんだなぁって。

でも丸ﾁｬﾝ、時々太一くんにﾀﾒ口になってた。(笑
あたし丸ﾁｬﾝの歌う「お前がいる」すっごいよく覚えてる。

ｾｯﾄも完璧に。

なんでだろ???
昨日見てすっごい懐かしいなぁって。

V.WESTの時とか。

何気にﾀﾓｽﾃにも出てたよね。

るるとかみっくんとか辞めなかったら

今とはきっと違ってたよね。

これも運命のひとつなのかなぁって思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾝﾄいつもありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ只今停滞中です。

お待たせしててすみません。(;∀;)
ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます♡

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙでお願いします。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽをﾎﾟﾁっとお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.09.24 Wed 忠義のために出来ること。

大倉担まひるですけどもー。

今朝、６時過ぎに寝たのがさすがにつらかったのか

起きたら１６時でした

やっぱり疲れてると１０時間ぐらい寝ちゃいますよねぇ。

まぁ、これで明日も頑張れるとゆーわけです

そんなわけで今日やったのはHDDを少し空けたぐらいです

あ。ﾃﾝﾌﾟﾚ変えました。

なんか気が早いかなぁと思ったんだけど

ﾊﾛｳｨﾝﾃﾝﾌﾟﾚにしたかったんです

なんか秋っぽい感じだと思いませんか???
結構モデルさんも気に入っていてこのﾃﾝﾌﾟﾚ好きです♡

そうそう。「どつきどつかれて生きるのさ」見ました。

なんかぶっちゃけヨコの面白さがあまり出てなくて少し残念だった

気がするんですがでも黒髪のヨコがむっちゃｶｯｺｲｲんですよ

まぁ、決して世にも奇妙なはｺﾒﾃﾞｨｰ番組ではないので

こんな感じなのかなぁと思いました。

なんかでも設定とかは面白かったですよね。

相方制度とか。

関西ならではですよね。

関東ではボケて突っ込むって習慣ないですもんね。

そうそう、最近ﾎﾟｽﾍﾟ全然やってないんですよねぇ。

また再開しようかなぁとは思ってるんですけど



なかなか忙しくて

なんか最近全然写真とか撮ってなくて寂しいです

なんせ職場と家の往復生活で何も買ってないし、

モモの写真でも撮ろうかなぁって思うんですけど

もうモモが落ち着きなくてすぐ飛びついてきて頭突きくらわすんですよ。(笑
なので譲ってもらってからそろそろ２ヶ月になるんですけど

モモは３倍ぐらいの大きさになりました。

またモモの少し落ち着いた頃に写真撮りたいと思います。

あ。忠義のｿﾛｺﾝのﾁｹｯﾄ、金曜日に届くんですね。

もう心臓ﾊﾞｸﾊﾞｸ なんですけど。

もうﾎﾝﾄ楽しみですね。

忠義が夏ｺﾝを終えてﾔｽｹﾝも終えて今年の集大成を見せてくれるんじゃないかと

期待してるんですが

忠義が忠義らしくﾗｲﾌﾞしてくれたらそれでいいんです。

やっぱり今感じれることを力に変えてやってくれたらいいなぁって思うから。

２００８年１０月の大倉忠義は今しか存在しないわけですよ。

だから数年経って２００８年はこうだったって印象に残るﾗｲﾌﾞを

楽しみにしています。

今回ｻﾎﾟｰﾄﾒﾝﾊﾞｰは誰が入るんでしょうか???
それともほんとに忠義単独のﾗｲﾌﾞになるんでしょうか???
少しでも多く忠義担の方に観ていただきたいなぁって思います。

ｸﾞｯｽﾞも楽しみですね♡

忠義のｾﾚｸﾄしてくれたものだからやっぱり欲しいし、

大切にしたいなぁって思います。

もう１０月になろうとしています。

１年なんてあっという間ですよね。

そろそろまた今年も喪中で年賀状交換が出来ないので

お知らせはがきを送らないと。

もういい加減自分のﾌﾟﾘﾝﾀｰを に繋がないとなぁって

思ってるんですけど弟のﾌﾟﾘﾝﾀｰの方が最新式なんですもん

そんなわけでまた今年も年賀状交換が出来ません



ﾎﾝﾄにすみません

なんか時々不安になります。

忠義はﾎﾝﾄ頑張ってるし、一歩一歩前へ進んでるわけじゃないですか???
あたしは毎日を頑張れてるのかなぁって。

自分では頑張ってるつもりなんです。

でももっといろいろ勉強したりすることがあるんじゃないかって

思います。

もっと時間に余裕が欲しいです。

やっぱり忠義のためになる、少しでも力になれるﾌｧﾝで居たいんですよね。

そのためには何をしたらいいかとか

毎日考えています。

あたし、まだﾔｽｹﾝのｻｲﾄにｺﾒﾝﾄ残したことないんで

今日はあたしの素直な気持ちをﾔｽｹﾝｻｲﾄに残せたらいいなぁって

思います。

ﾎﾝﾄ亀ですみません

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾝﾄいつもありがとうございます。

ｺﾒﾚｽがなかなか出来なくてすみません

ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます♡

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

Ｗｅｂﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます♡

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2008.09.24 Wed ちょいちょい。

大倉担まひるですけどもー。

super juniorの日本初単独公演のＤＶＤが届いたんで

早速見たんですけど歌ってるの６曲ぐらいしかないんですね。(;∀;)
あとはﾎﾝﾄ、ﾌｧﾝﾐですよね。

なんかﾒﾝﾊﾞｰが椅子に座ってる時があって

その時にｲﾄｩｸとﾋﾁｮﾙが隣なんですけど

なんか常にじゃれてて(○´艸`)ｶﾜｲｲ♡
で、おかしいのが日本の文化体験ｺｰﾅｰってのがあって

福笑い、二人羽織はわかるんですが

最後の髭ﾀﾞﾝｽって何ですか???(爆笑

なんかしかもｲﾄｩｸがやったことあるとか言ってて

えぇぇぇぇぇぇぇぇえ!!!!

だったんですけど。(笑
髭ﾀﾞﾝｽってそんな有名なんですか???
髭ﾀﾞﾝｽが日本の文化で紹介されるなんて。(笑
ﾏｼﾞでびっくりしました。

で、名刺交換会とﾀｯﾁ会の映像も入ってて

懐かしいなぁと思って。

あの時はﾎﾝﾄ緊張した。

もうすっごいﾄﾞｷﾄﾞｷ で最初１人だったから

すごく心細かったけどすぐ友達出来たし、

ｼｭｼﾞｭﾒﾝもすっごい優しくて感動したし、

好きになって良かったなぁなんて思いました。

まぁ、今度のﾛｸｺﾞでﾔﾎｰには参加出来ないんですが。(;∀;)
（↑これすごく残念。(;∀;)
また機会があったらいろいろ参加したいと思います。



また機会があったらいろいろ参加したいと思います。

（↑これ写真集とＤＶＤです♡

今日、眠いんだよねぇ。

朝早く 行って仕事行ったから。

昨日寝たのも３時ぐらいだったし

（↑ﾌﾙﾊｳｽを夜中見てた人。

今日は早く寝るぞぉー

なんか今日、ＣＤＴＶがあるの忘れてて

ＮＥＷＳが出るのに録画してません

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
もうＨＤＤに録画のｽﾍﾟｰｽもなかったし、今の時点でＮＥＷＳが

出るともわからないので録画は諦めました

とりあえず今は 見てます。

ちなみに今２０時半です。(ノД`)

そうそう、ＮＥＷＳがＣＭやってるﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟが欲しいんだけど

まだ全然お店覗いてないんだよね。(;∀;)
どんだけ出遅れてるんですか???
もうだってＣＭだって３〜４回ぐらいしか見たことないもん。(;∀;)

つーかＣＤＴＶを見ながら やってるんだけど

ちょいちょいﾐｽﾁﾙとﾗﾙｸの映像が出てきて

前に進まないんですけど。(笑



もうね、ﾗﾙｸはhydeが大好きすぎゆ

もう顔がﾓﾛﾀｲﾌﾟ

とりあえず に集中しまーす♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：韓流♪

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c80/1999/


2008.09.25 Thu 風邪が治らない。(;∀;)

大倉担まひるですけどもー。

でﾏｸﾛ撮影が出来るﾚﾝｽﾞを買ったので

早速お試し。



（↑花壇のお花です♡

で、やっと今日モモがおとなしくなったので

写真撮りました。

（↑なんか妙に細い???
実際はそんなことないんだけど。

つなびぃの写真と比べてだいぶ変わったでしょ???
まだまだﾔﾝﾁｬ盛りです♡

つーか風邪が全然良くならなくて困ってます

ひきはじめて１週間は過ぎたんだけど

全然咳が治まらなくて困ってる。



ﾏｽｸしてると喋りづらいし、口数少なくなるからｲﾔなんだよね

全然仕事にならない。(;∀;)
今週中には治したいんだけどねぇ。

明日はなかまらーのﾊﾟﾝが届く日なので楽しみです。

きっと１日で完食してしまうんだろうなぁ。

なんか食べるのもったいないけどねぇ。

そういや、ゆっちと言えば丸ﾁｬﾝがﾄﾞﾘﾎﾞの時、

相談にのってもらったんだよね???
なんかわかる気がする。

あたしもＫＡＴ−ＴＵＮで相談のってもらうならやっぱゆっちだもん。

ゆっちって大人だし、ﾀﾒだしね。

なんか亀ﾁｬﾝもいいかなぁって思うんだけど

年下だしなぁ。(笑
ゆっちって話しやすい空気持ってるよね。

意外な丸丸繋がりなのでした。

はぅ。明日は忠義ｿﾛｺﾝのちけが届く日でもあるわけで。

まぁ、席はそんなにこだわってないから

見やすければどこでもいいわけで。

つーか行けるだけで奇跡だから

行けない人たくさんいるのにﾎﾝﾄ行けるだけ奇跡です

１０月はあたしの誕生月でもあるわけで

まぁ、ﾌﾗﾌﾗﾗｲﾌﾞのオーラスがあたしの誕生日なんですけど。(笑
だからすごく行きたいなぁって思ったんだけど

やっぱり忠義に祝って欲しいし。

そんなわけで１６日に忠義ｿﾛｺﾝ行きます♡

つーかおいおい。２５歳になっちゃうよ。(;∀;)
どんより。 (´Д｀lll)
凹みますわ〜。(ノД`)
なんかまだ２２歳ぐらいまでは嬉しかったんだけど

２５歳は大きいですわ。

四捨五入したら３０歳だもん。 (´Д｀lll)
あたし的人生計画は後３年以内にｽﾃｷなﾀﾞｰﾘﾝみつけて

３０歳に結婚なんだけどなぁ。



あ。そうそう、空（＠章大）のﾌﾞﾛｸﾞに空の愛娘のきらたん（＠きらり）の写真が載ってるんだけ

ど

もっそいワロタ。

きらたん変顔ばっかしてるんだもん。

やっぱ親に似るのねぇ。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

気に入っていただけたらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.09.28 Sun 今日も元気です&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

昨日は疲れすぎて早く寝ちゃった♡（笑

金曜日に結構遅くまで遊んでてそれで昨日筋肉痛とかで。（笑

どんだけハリキリ隊で遊んでるんですか???って感じだけど。（笑

あ。忠義ｿﾛｺﾝのﾁｹ届きました。

ＧﾌﾞﾛだったんだけどＧﾌﾞﾛってどこ???
たぶんﾌﾗﾌﾗﾗｲﾌﾞと同じ造りだよね???
(*´д｀*)ﾊｧﾊｧ。
めっちゃﾄﾞｷﾄﾞｷなんですけど

なんか考えたらもう３週間は切ってるんだよね。

なんかﾁｹがもっそいｺﾝﾊﾟｸﾄでしかもﾋﾟﾝｸで忠義、意外って思ったんですけど。

でも忠義ｿﾛｺﾝで自分の名前の入ったﾁｹってもっそい嬉しい

無駄に緊張するんですけど （笑

無駄って何???無駄って

なんかｿﾛｺﾝなんて行った人が全員忠義のみを見てるってことよね???
(*´д｀*)ﾊｧﾊｧ♡
無駄に緊張する （笑

なんか考えただけでもっそいﾃﾝﾊﾟるんですけど

どんだけﾁｷﾝなんですか???
頑張ってきます♡

何をだ???何を。

で、すっかり忘れほうけていた（笑

「ﾁｮｺっとおいしいそんなﾊﾞﾅﾅﾊﾟﾝ」。（笑

今日、見ました。（笑



（↑これがﾊﾟｯｹｰｼﾞ。

ゆっちの描きそうな絵だ。（笑

（↑これが中身。

え???ﾊﾟﾝってゆーかお菓子でしょ???
なんか想像してたのと全然違うんだけど

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ見ただけで満足なんですけど （笑

え???食べろよ って話ですよねぇ。

だって今日お腹いっぱいなんですもん

後日美味しくいただきます

で、来月誕生日なので美容院からも値引きのﾊｶﾞｷがきてまして

３ヶ月有効らしいのでぼちぼち美容院でも行こうかなぁと。

もう前髪とか縮毛矯正かかってないからうねってて

若干そんな髪で忠義に会いに行くのは

心苦しいのですが。（笑

（↑見られてないとかそうゆう問題じゃなくて気持ちの問題。（笑



ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! 

つーかSoftBankでﾏﾖﾈｰｽﾞもらったんですけど （笑

あたしはｸｼﾞを引いて「あ。ﾏﾖﾈｰｽﾞです♡」って言われて

あぁ。ﾏﾖﾈｰｽﾞのｽﾄﾗｯﾌﾟかなぁと思ったら本物のＱＰﾏﾖﾈｰｽﾞで。（笑

（↑これです

何???この関連のなさは???
ﾄﾞｺﾓﾕｰｻﾞｰのあたしがなぜにｿﾌﾄﾊﾞﾝｸへって感じですが

気にせずｽﾙｰしてくだせぇ。（笑

今日、朝からｶﾌｪｵﾚ飲んだらお腹痛くて。（笑

もっそい朝一からげりぴーですよ

なんか最近牛乳でもお腹下すようになって。

前は全然平気だったのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
凹みますわ〜。（←上戸彩ﾁｬﾝ風。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.09.29 Mon みじかっ!!!!

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、労働の後のｱｲｽｸﾘｰﾑは最高ですな。（笑

また寒いのにとちくるったことをって思ったよね???
だって冬場のｱｲｽｸﾘｰﾑ大好きなんですもん

まぁ、寒いんですけども。（笑

で、相変わらず鼻声のまひるたそです

でも咳もほとんど出なくなって快適に暮らしております

で、今回のｿﾛｺﾝの座席表をお友達のありさﾁｬﾝ（＠忠義）からﾒｰﾙもらいまして

見たところあたしは前の平坦になってる部分らしいです。

ちょっと埋もれちゃうかもなんですが

まぁ、楽しく見れたらそれでいいです♡

つーか帰ってきたらモモのうんち踏んでまして

悲しくｻﾝﾀﾞﾙを洗いました

モモたそのﾊﾞｶｰ

えぇ。えぇ。

今日はお疲れでしてﾌﾞﾛｸﾞが進みません

そりゃ、今朝寝たの５時ですから

もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞ書いてた頃には眠くて眠くて。（笑

眠れなくて起きてたんだけどﾌﾞﾛｸﾞ書いてたらもっそい睡魔に襲われて

やぶぁかった。（笑

とりあえず嵐の宿題くん見たいので一端終ります。

また後で〜。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.09.30 Tue 帰ってきた源太ﾁｬﾝ&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

そういや仕事忙しくて忘れてたけど

源太ﾁｬﾝが帰ってくる!!!!

忠義、またﾄﾞﾗﾏのお仕事だねぇ♡

なんか藤田まことさんがあまり最近体調がよくなかったっぽいので

まさかまた仕事人の仕事がこんなに早く戻ってくるとは

思わなかった。

いやぁ、嬉しいですなぁ

忠義、おめでとー!!!!!♡
なんか１月から毎週楽しみだねぇ♡

しかも時代劇だし。

あんまり時代劇って見る機会ないから

ここぞとばかりにﾘﾋﾟりたいと思います

(*´д｀*)ﾊｧﾊｧ♡
なんかﾎﾝﾄにここまでくると松岡くんとはくされ縁だよね。（笑

なんか「またお前か??? 」って言われてそうだけど。（笑

あたし、 に全然曲入れてなかったんだけど

最近５００曲ぐらい入れました

入れるの大変だった

まだ入れたい曲たくさんあるんだけど

めんどくさいのでまた何かｼﾞｬﾆ関連が発売になってからにします。

とりあえずＮＥＷＳよね。

ＮＥＷＳ、ＫＡＴ−ＴＵＮ、ｴｲﾄ、滝つまではｱﾙﾊﾞﾑ全部入れた。

嵐はあたし３枚ぐらいしかｱﾙﾊﾞﾑ持ってないし。



嵐はあたし３枚ぐらいしかｱﾙﾊﾞﾑ持ってないし。

まだ入れてないんだけどね

明日、給料日だから支払い関係がどっさりでなんやかんやでなんやかんやですよ。

で、思い出したのですが

「魔王」って最後の最後ってＤＶＤでしか見れないってﾏｼﾞですか???
えぇぇぇぇぇぇぇえ。

あれで終ったんじゃないの???
あぁ。でもね、嵐の番組見てるともっそい大野くんがｶｯｺｲｲの

あたし、黒髪の大野くんの方が好きだなぁ♡

なんかだって嵐ちゃんとか見てて最近肝試しとかあったじゃない???
あれなんで大野くんは全然平気なの???
もう不思議で仕方がない。

大野くんはびっくりしたりﾋﾞﾋﾞったりしないの???
どんだけ心臓に毛が生えてるんですか???
もうそこに男らしさを感じる。（笑

忠義なんて絶対ﾋﾞﾋﾞりだよー

まぁ、ｴｲﾄちゃんの肝試しも見てみたい気もするんですが

なんか丸ﾁｬﾝとか全然平気じゃないですか???
むしろ喜んでるとゆーか。（笑

なんか前に番組で心霊ｽﾎﾟｯﾄ行くやつやってたけど

忠義はそのﾛｹ参加してないから

あたし的には安心してたんだけどね。

なんでって???
自分が見るのが怖いのと忠義が危険な目にあわなくて済んだとゆーね。

なんか昔、嵐も心霊ｽﾎﾟｯﾄ行くﾛｹやってたよね???
なんか心霊写真を撮るってﾛｹ。

あれはﾏｼﾞ怖かった。

あたし基本的にお化けとか全然ﾀﾞﾒで。

もっそいﾋﾞﾋﾞりだから子供の頃、友達に連れられて遊園地のお化け屋敷に

入ったんだけどずっと下向いてたから

で、ちょっと小走り。（笑

もうその時とＦＵＪＩＹＡＭＡに乗った時が最上級に怖かった時。

あたし、お化けもﾀﾞﾒだけど高いところも狭いところも

ﾀﾞﾒなのね。

高いよー。怖いよー。狭いよー。の

三大ﾀﾞﾒﾀﾞﾒちゃんだから



ﾄｲﾚとかも出来たら戸を開けて入りたいもん。

実際 で１人の時はそうだし。（笑

もうﾎﾝﾄすんまそんって感じ。（笑

あ。でも漫喫の狭さは大丈夫

むしろﾜｸﾜｸする。

でもすっごく隣の人にｷｰﾎﾞｰﾄﾞｶﾁｬｶﾁｬやってる音とか聞かれてると思うとｲﾔ。

なんなんでしょうね。

ちょっと神経質入ってるってゆーか。

隣の人の音とかも気になるし。（笑

あ。だから とかも乗りなれてない人の は苦手。

だって近いんですもん （笑

でも変なとこで大雑把って言われる。（笑

まぁ、Ｏｶﾞﾀﾝですからねぇ

神経質ってゆーか大野くんと違って

肝ｯ玉がちっちゃいってことかしら???
あぁ。なんかそんな感じ。（笑

要はﾁｷﾝってことよね???
すまねぇ

なんか今日は帰ってきてからきらきらｱﾌﾛ見てる時が

１番眠かった。(;∀;)
もう月曜日の深夜ｱﾆﾒも今日で全部最終回だったから

３つｱﾆﾒ見たし。

今日時間が遅れてて結局３時ぐらいまでｱﾆﾒ見てた。

昨日もだけど。

なんやかんやでなんやかんやですよ。

（↑これが言いたいだけ

さぁ、眠くなってきたので寝ますか。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします♡



ｺﾒﾝﾄいつもありがとうございます。

お返事遅れててｺﾞﾒﾝなさい。

でもﾎﾝﾄにいつもｺﾒﾝﾄに励まされてます。

ありがとうございます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.09.30 Tue とにかく眠いんです。

大倉担まひるですけどもー。

今朝、５時に寝たから起きたのさっき。（笑

さすがに焦りました

今日、何もやってねぇー!!!!
なんか最近のあたし毎週こんなんですよね???
でもとりあえずお金おろして振り込み関連は行って

ＴＳＵＴＡＹＡに行って欲しい本があったのでそれ買って。

今日やったことってそれぐらい???
どんだけ〜???
やっぱ休みの日って目覚ましかけないから

１２時間ぐらい寝ちゃうよね???
しかもﾌﾙﾊｳｽ、２日続けて録画忘れて見てないし

最悪です。

めっちゃ面白いのに。

あぁ。まだ眠い

頭ﾎﾞﾝﾔﾘしてるもん。

しかも寝る前にﾌﾞﾛｸﾞ書いて寝て起きただけだから

ﾈﾀもないしね。（笑

お腹空いたし。（笑

あ。ゆっちのﾊﾞﾅﾅﾊﾟﾝ食べたよ。

ﾊﾟﾝって言えばﾊﾟﾝだねぇ。

お菓子って言えばお菓子だねぇ。

そんな感じ。

でも美味しかったよ

案の定１日で食べちゃったけど。

夕飯食べてきたぞぉー



今日はうどんでした。

あたし、ﾎﾝﾄ休みの日は寝てることが多くて

だからご飯とか１日１食の時とか多いのね。

そうすると夕飯食べても夜中起きてるとまたお腹空いてくるんだよね。（笑

夜中３時ぐらいまで起きてるからね。

ﾎﾝﾄこれが１番困る。

なんかそういや、初めて をﾊﾟｹ放題にした時に

ﾊﾟｹ代が８万円とかいっててこれﾎﾝﾄに定額だよね???
ってもっそい不安になったっけ。（笑

今じゃ、ﾊﾟｹ放題なんて当たり前の時代ですけどね。

そういや、今月体調悪くてあんまりﾌﾞﾛｸﾞ書けなかったなぁと思って。

あたし出来たら毎月３０ｴﾝﾄﾘｰは超えたいのよね。

まぁ、そんな月あんまりないんですけど。（笑

今月の前半なんてｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞだったし、途中、風邪ひくし。

まぁ、ﾏｲﾍﾟｰｽにいきますわ。

結局南極ｺﾒﾚｽも全然出来てないしね

ﾎﾝﾄにすみませんです

最近ｶﾞﾁで忙しいんですよね。

だから休みの日とか爆睡だし。

確かに夜眠れないってこともあるんですけどねぇ。

特に月曜日。

でも１２時間爆睡は寝すぎでしょ???（笑

睡眠薬を結構飲んでるのでそんなもんかもしれないんですけどねぇ。

昼間とかもすっごい眠そうな顔してるってよく言われるんですよ。

本人的には全然眠くないのに。（笑

今日ﾈﾀなくてすみません

もうとにかく眠くて目が閉じそうなんです。(;∀;)
また起きてたら書きます。

http://jugem.jp/theme/c3/1764/


JUGEMテーマ：それでも続く日々……の中で。



2008.10.03 Fri 髭たつ。

大倉担まひるですけどもー。

もう、最近韓国ﾄﾞﾗﾏの「ﾌﾙﾊｳｽ」に駄々ﾊﾏﾘ。

スーパースターのイ・ヨンジェ役をピ（Ｒａｉｎ）が演じてて

ヨンジェ含む４人の四角関係がコミカルに描かれてて

ﾎﾝﾄに面白いの。

もう毎日ﾜﾝｾｸﾞで録画してて毎晩見てる。

面白い時は２回見るもん。（笑

今日、全然眠れないんだよねぇ

だから眠くなるまで寝ないでいようと思ってるんだけど

これは朝までｺｰｽかな???

本日のﾃﾞｻﾞｰﾄ。

（↑ﾁｰｽﾞｹｰｷです♡

なんかﾚﾝｼﾞｬｰ見たら「髭たつ」（＠髭たつよし）らしいですね。

最近。

もうこれはﾎﾝﾄ意外。



忠義でも髭生やしてる時あるんだ???
ってめっちゃびっくりしたもん。

そんなの椿くんじゃなーい

いや、でも髭たつは見たいんですけど

（↑怖いもの見たさ。

あ。これは髭男爵やらないと。

「ﾙﾈｯｻｰﾝｽ!!!!!」

ﾚｺﾒﾝでやってたよね???
ヒナﾁｬﾝが髭生やしてた時。

あ。今日ﾚｺﾒﾝ聴きわすれた

なんか発表があったんでしょ???
新曲の発表???
なんか明日のﾀﾓｽﾃで「無責任ﾋｰﾛｰ」って新曲歌うらしいんだけど

それがｼﾝｸﾞﾙになるのかな???

今日、渡鬼見てたら小栗アンの「夢をかなえるゾウ」を見逃したんですけど

なんか前なら絶対渡鬼なんて見てなかったんだけど

最近空（＠章大）の影響でなぜか見てるんだよねー。（笑

まぁ、半分ぐらいハセ目当てですけど

もう突っ込みどころ満載で面白いんだよねぇ。

でもその後の水川あさみさんの「夢をかなえるゾウ」は見ました。

あたし水川あさみさん大好きなんですよねぇ。

なんか突っ込みどころ満載で。（笑

３３分探偵とかも面白かったし。

ﾗｽﾌﾚも良かったし。

あ。でも最近１番好きなのは上野樹里ﾁｬﾝ♡

すっごい役に入り込むじゃないですか???
それがすごいｽﾃｷだなぁと思って。

それに瑛太さんも大好きだったから（ｳｫｰﾀｰﾎﾞｰｲｽﾞの頃から）

ﾎﾝﾄﾗｽﾌﾚは衝撃だったし、感情移入しやすいﾄﾞﾗﾏだった。

その分ｿｰｽｹの死にはﾎﾝﾄあたしが死んじゃうんじゃないかって

ぐらい衝撃だった。



あ。そうそう、ｉＰｈｏｎｅ買いました♡

絵文字とか使えないんですけど

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸの方いらっしゃったらぜひﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

ﾒｰﾙはﾄﾞｺﾓでやりとりして電話は２１時までだったらｉＰｈｏｎｅでｶﾓﾝです♡

いきなり電話とかのやりとりも抵抗があると思うので

ﾒｰﾙでやりとりしてからお話できたらいいなぁって思います。

（↑黄色のｹｰｽに入ってます。

黄緑とかもあったんだけど黄色が１番可愛かったんで♡

（↑裏です。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします♡

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾝﾄいつもありがとうございます♡

いつも励みにしています。

Ｗｅｂﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからｸﾘｯｸｸﾘｯｸ。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.10.03 Fri ﾀﾓｽﾃ直前。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、結局全然眠れなくて今、すっごい頭痛い

肩こりもひどいし、もう今日は早く寝てしまいたい。

あ。やっぱり昨日のﾚｺﾒﾝって新曲発表だったんですね。

tornがDVDで見れるなんてめっちゃ嬉しい

あの曲すごくかっこよくて大好きなんだもん

で、早速予約して帰ってきた

１０月２９日ってSHOCKのDVDと発売日一緒でお金ないんだけど

なんとか切り詰めて買うことにするよ。

今月はなんて言ってもﾗｽﾌﾚのDVDが届くんでねぇ。

お金ｷﾞﾘｷﾞﾘなんですわ。

忠義ｿﾛｺﾝもあるしね。

貧乏度MAX!!!!

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

今日早速新曲が見れるなんて幸せ〜♡

どんな衣装なんだろ???
どんな曲なんだろ???
振りとかは???
あたし結構関風ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞ辺りから振りが怪しいから

今度はちゃんと覚えなくちゃ。

つーか関風ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞ以降もちゃんと覚えろよ って話ですけど。（笑

いやね、前は結構ﾗｲﾌﾞ観に行ってたから

結構それで覚えてたんだけど

最近全然行かないから覚える時がなくて

なんかeighter失格だなぁって思ったりする。（笑

ﾎﾝﾄ前は振りのわからない曲なんてなかったなぁって思うもん。



なんか寂しいことですよねぇ。

とりあえず今年年内は少しでもお金に余裕持てるように

忠義ｿﾛｺﾝで終了だなぁ。

何かあってもたぶん行かないと思う。

で、年明けから頑張りたいなぁと。

来年はもう少しﾗｲﾌﾞ観に行きたいなぁって思う。

今月は「ﾛｸｺﾞでﾔｯﾎｰ」も行けないしなぁ

でも数少なかったけど今年も充実したｦﾀ生活だったなぁって。

ｼｭｼﾞｭにも会えたし、楽しかった。

あとは忠義ｿﾛｺﾝを楽しむ

最高の今年の締めくくりにしたいです

あと明日からｴｲﾄのﾚｷﾞｭﾗｰ番組始まるし、

忠義はしばらくﾛｹないかもだけどでも楽しみ♡

とりあえずHDDは空けました。

そろそろ 見ます。

とにかく今日は頭が痛くてしんどい。

ﾀﾓｽﾃ♡ﾀﾓｽﾃ♡

みぃさん＞＞いつもｺﾒﾝﾄありがとうございます♡

ﾒｰﾙ携帯からでも大丈夫ですよ。

いつでもお待ちしてます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします♡

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.10.05 Sun 斗真たん&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

疲れた

しかも今日寝坊したし

まぁ、１０分ぐらい遅れただけだけど帰ってきたら

もっそい留守電に職場から伝言入ってた。（笑

もうだって今日ﾎﾝﾄ起きれなかったんだもん

最近眠れないこと多くて薬多めに飲んだりして

ﾎﾝﾄに起きれないんだって

元々夜型人間だから夜になるとﾃﾝｿﾝ高いし、

午前中は全然だし

最悪ですわ

おしゃれｲｽﾞﾑを見てました。

今日はあたしの大好きな斗真が出てたのでﾃﾝｿﾝ駄々上がり

やっぱｶｯｺｲｲわ〜

なんか子供の頃はそんなに彫りの深い子じゃなかったのにね。

亮ﾁｬﾝもそうだけど。（笑

あたし、天ﾃﾚとかあぐりとかもっそい覚えてるよ。（笑

もっそい見てた。（笑

そうそう、まだｴｲﾄの番組見てないのね

昨日は少しでも早く寝ることに必死だったし、

今日はさっき帰ってきたばっかだし。

で、おしゃれｲｽﾞﾑ見てたし。

で、ﾀﾓｽﾃね。

なんか亮ﾁｬﾝと忠義がｱﾗﾚちゃん眼鏡をかけてた。（笑

まだ全然それもﾘﾋﾟしてないから振りなんて見るどころじゃなかったし。(;∀;)



丸ﾁｬﾝとヨコが可愛かったぐらい???
あ。髪型がね。

あたしは結構好きだなぁ♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

pika2.gif

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.10.06 Mon ｼﾝｺﾞﾘﾗとﾘｮｳﾁｬﾝ&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

今日、１０月６日はあたしの誕生日なのです。

まぁ、２５歳になったんですけど

何気に歳いってるんですよね。（笑

だってこのﾌﾞﾛｸﾞ始めた時は確か２１歳だったと思います。

なんか今の忠義よりも年下だったなんて!!!!!( ﾟДﾟ)ﾋｮｴｰ。
不思議な感じがします。

で、今日はﾌﾗﾌﾗﾗｲﾌﾞのｵｰﾗｽ日でもあるんですよね。

はぁ。行きたかったなぁ。

そんなお金どこにあるの???って感じですが

最後まで頑張って欲しいなぁって思います。

またそれは改めて仕事終ってから書きますね。

そうそう、それで「Can!ｼﾞｬﾆ」見ました。

髭男爵信五をﾏｼﾞﾏｼﾞ見ちゃったよー。（笑

いつものちょんちょろりんって感じじゃくて

もみ上げから繋がってました。（笑

どんだけ髭濃いんだよ ってあたしの頭の中で総突込みですよ

で、今回はヒナﾁｬﾝと亮ﾁｬﾝが新潟にある秘湯に行くﾛｹで。

道無き山を登ってくんだけどもっそい面白い。

いや、人が生死かけて登ってるのを見て笑っちゃいけないのかも

しれないけどめちゃくちゃ面白くて。

山に入る時に亮ﾁｬﾝが最初に入ってたのね。

その時、わざとヒナﾁｬﾝが入っていかなくて

亮ﾁｬﾝ１人でわーきゃー言いながら歩いてて

ヒナﾁｬﾝが着いてきてないことに気づいて

「アレ?」



って。（爆笑

もっそい恥ずかしいやんとか言いながら２人して登って行ったのね。

で。途中ヒナﾁｬﾝと亮ﾁｬﾝが入れ替わって

ヒナﾁｬﾝが先に登ってったんだけど

その映像見ながらヨコがｺﾞﾘﾗやって

言っててまた爆笑。

確かに。（笑

で、結局また来週に続くんだけど

来週が楽しみ♡

で、話変わるんだけど

最近韓国の女優さんが数人自殺されたじゃないですか???
なんかすごくどの女優さんも綺麗な方ばかりで。

まぁ、結局詳しい原因とかはわからないんですけど

噂ではﾈｯﾄでの誹謗中傷が原因の１つではないかって言われてて。

なんか韓国ではすごく多いみたいですね。

それが原因でﾋﾁｮﾙもﾌﾞﾛｸﾞ閉鎖したことあったし。

今はまた書いてるんですけど

なんか心ない人からのｽﾄﾚｽ発散のために書かれる誹謗中傷。

すごく悲しいなぁって思います。

そう。で、一昨日かな???
ｼｭｼﾞｭのﾌﾞﾛｸﾞにﾛｸｺﾞのPV撮影を日本でやってます♡

って書いてあって写真見たら

ﾋﾁｮﾙの髪が短くなってて可愛かった

まぁ、あたし的には長い髪のﾋﾁｮﾙが好きなんですけど

でも可愛かったです

じゃ、そろそろ寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



良かったらｸﾘｯｸお願いします♡

pika2.gif

ｺﾒﾚｽ遅れててｺﾞﾒﾝなさい。

ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます♡

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

個人的なﾒｰﾙもどぞ♡

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからお願いします♡

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.10.06 Mon ﾌﾗﾌﾗﾗｲﾌﾞお疲れ様でした。

大倉担まひるですけどもー。

昨日も先輩から 買ってもらったんですけど

今日も別の先輩から 買ってもらいました。

D1010222.jpg

（↑これです♡

２５歳もまんざらでもないなって思いました。（笑

誕生日お祝いのｺﾒﾝﾄとﾒｰﾙもありがとうございます。

たくさんの方にお祝いしていただきありがたく思います♡

ﾏﾏﾝからはﾜｯﾌﾙをたくさん買ってもらいました。

なんかいろいろ不安な時もあったけど

でも２５年間頑張ってきて良かったなぁって思いました。

たくさんの出会いがあって別れもあって

つらいことも楽しいこともありでもあたしはﾎﾝﾄに福原家の子で

良かったなぁって思うし、

ﾈｯﾄを通じてたくさんの友達に出会えたことも

嬉しく思います。

ﾎﾝﾄに支えてくれるみなさんに感謝しています。

ありがとうございます♡

２５歳という歳も幸せな１年になったらいいなって

思います。



さてさて。

今日はﾌﾗﾌﾗﾗｲﾌﾞのｵｰﾗｽでしたね。

今回、昔一緒にやってきたFiVeとのﾗｲﾌﾞってことで

すばるにとってﾎﾝﾄに特別なﾗｲﾌﾞだったと思います。

ｴｲﾄとはまた違う雰囲気だったんだろうなぁって。

すばるが歌うことを続けてきてﾎﾝﾄに良かったって思うし、

これからもすばるの歌をたくさんの人に伝えて欲しいなぁって思います。

今まですばるの歌にすごく励まされたし、

楽しませてもらった。

時には泣かされた。

次もあったらいいなって思います。

その時はあたしもぜひ参戦したいなって思います。

すばる、FiVeのみなさん、お疲れ様でした。

そしてｽﾀｯﾌのみなさんもありがとうございました。

きっとみんなの心に残るﾗｲﾌﾞになったと思います。

なんか幸せだよね。

ほっとする。

そして作品で参加して章大もお疲れ様でした。

またいろいろな機会で章大の作品に出会えたらいいなって思います。

音美ﾁｬﾝ＞＞心のこもったｺﾒﾝﾄありがとうです♡

すごく嬉しかったです。

からのﾒｰﾙ待ってます♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします♡

pika2.gif

ｺﾒﾚｽ遅くなっててｺﾞﾒﾝなさい。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾝﾄには必ず目を通してます。

励みになりますのでｺﾒﾝﾄは２４時間お待ちしてます。ﾃﾍ。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙをください。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.10.08 Wed 泣けるﾄﾞﾗﾏはがっつり見ないと。

大倉担まひるですけどもー。

もう最近全然眠れなくて薬の量が増えるから

胃がやられて口角は切れるし、下唇に腫れ物は出来るし

ﾎﾝﾄ最悪です

常に唇痛いし、でもすぐ皮むいちゃうし。

こんなｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ最悪な状態で忠義ｿﾛｺﾝに行くのが

ちょっと憂鬱です。

今なるべく普段はﾘｯﾌﾟｸﾘｰﾑを塗ることにしてて

口紅塗ってないんですよね。

ｿﾛｺﾝには口紅塗って行けるように。(-∧-；)ﾅﾓﾅﾓ。
それで昨日から眠れる時は寝て眠れない時は

薬を増やさず寝ないってゆーことを始めまして

昨日は２１時にはﾍﾞｯﾄﾞの中に入って

「ありがとう、ｵｶﾝ」を見てました。

なんかぼんやり見てたんだけど

こうゆう泣ける話はぼんやり見ちゃダメですよね。

がっつり見なくちゃ泣けない。

でもまさかすばるの歌が聴けるなんて思ってもなかったし、

すばるの繊細さが出てたし、ヒナﾁｬﾝの優しさも出てたし

里親制度って難しいんだなぁって思いました。

あたしだって今の両親が引き取ってくれなかったら

里親制度のお世話になるか施設暮らしを

してたんだろうなぁって思った。

だから全く他人事とは思えなくて。

あたしすばるのお芝居すごく好きなんです♡

時々痛々しくてｶﾞﾗｽ細工のように繊細で

あたしの心にﾁｸﾁｸと刺さるんですよね。

尚且つ大胆で。

あたしはすばるのこうゆうとこ大好きです。

また時間ある時に見たいと思います。



実は、今ねぇ、韓国ﾄﾞﾗﾏの「ﾌﾙﾊｳｽ」を１日３回ぐらい見てるんですよ

もう今日３回泣きました

そんなわけで全然ﾌﾞﾛｸﾞ書く余裕もなく

泣いてるのでﾃﾝｿﾝ駄々下がりでﾌﾞﾛｸﾞ書く元気もないんですよね。

ﾄﾞﾗﾏにどんだけ影響されてんだ???
って話ですよね

あたし泣けるﾄﾞﾗﾏ、映画見るとﾎﾝﾄﾌﾞﾛｸﾞに影響されるんですよね

だから昨日、今日と大打撃で

そんなわけでまだﾒｰﾙのお返事とかしてないんですけど

明日ぐらいには出来たらいいなぁと思ってます。

今日は眠いのか眠くないのかさっぱりわかりません。(;∀;)
一応もう薬は飲んでるんですけどそのわりには元気といいますか???
ちょっと頭ﾎﾞﾝﾔﾘしてますけど眠いうちには入らないかなぁ。

毎日こんなんだから眠れないんですよねぇ。(;∀;)

なんか今週のﾃﾚｶﾞｲ見ました???
忠義のｿﾛｺﾝ前の特集が組まれてたんですけど

すーーーーーーーーーーっごいｶｯｺｲｲ!!!!!!♡♡♡
色気ﾑﾝﾑﾝです。

(*´д`)ｱﾊｧ♡
今日、ｺﾝﾋﾞﾆで買ったんですけど

明日もｺﾝﾋﾞﾆに行って売ってたらもう１冊買おうかなぁって思ってます♡

（↑重症の忠義信者

ﾀﾊﾞｲです。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

今日特に内容もないですけど

寝たいと思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。



pika2.gif

ｺﾒﾝﾄいつもありがとうございます。

お返事遅れててすみません。

ｺﾒﾝﾄはすごく励みになるので２４時間お待ちしてます♡

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからお願いします♡

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.10.11 Sat ただﾁｬﾝの商売上手!!!!!

大倉担まひるですけどもー。

ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰの設定を変更してなかったので

昨日１日ﾈｯﾄに繋ぐことが出来ず今朝、やっと解決して

ﾈｯﾄに接続しております。

なんか昨日１日無駄にしたよー

昨日１７時あがりだったんだけど

残業して１９時過ぎに帰ってきたんだ。

そしたらﾈｯﾄに繋がらないんだもん

それで昨日諦めてﾌﾙﾊｳｽ２回見て、寝た。（笑

もうﾌﾙﾊｳｽも終わりが近づいてきてるんですが

昨日でﾊｯﾋﾟｰｴﾝﾄﾞで終わるかなぁって思ったんだけど

また新たな問題が出てきて

結局ﾖﾝｼﾞｪとｼﾞｳﾝが別れちゃったんですよね

もう号泣ですよ

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
早くﾖﾝｼﾞｪとｼﾞｳﾝが正式な結婚をして終って欲しいと思います

なんかﾈｯﾄに繋がらないってわかると無性に やりたいんですよね。（笑

なんか いじらない時は全くいじらないのに。（笑

人間不思議なものです。

あ。忠義のｿﾛｺﾝ、大阪での追加公演決まったんですよね

おめでとうございます

関西方面の方で行けないと諦めてた方はぜひ行けるといいですね。

あたしも一瞬行くこと頭よぎりましたもん。

まぁ、そんなお金ないんですけど

だってNEWSもｱﾙﾊﾞﾑ出すし、ｼｭｼﾞｭ関連ももっそい発売が多いんですよ。

１１月は。

もうそれ予約しちゃったんですもん

しかもｿﾛｺﾝのｸﾞｯｽﾞ!!!!



Tｼｬﾂもﾃﾞｻﾞｲﾝが違うみたいですねぇ。

やっぱり３色買うはめになったか。

ｵｵｸﾏも買わなきゃだし、ｽﾃｯｶｰつきうちわも欲しいし、

ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙも欲しいし、

結局全部買うんだよなぁ。

とりあえず一度に全部を買うほどお金に余裕がないので

半分ぐらい買っておいて残りはWebだなぁ。

つーかﾎﾝﾄに会場でｵｵｸﾏなんて買えるんでつか???
即完売とかじゃないのー???
あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

ﾄﾞｷﾄﾞｷしてきた

あとｿﾛｺﾝまで５日ですもん

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あぁぁぁぁあ。

おしっこちびりそう。

（↑どんだけﾁｷﾝなの???
だってただﾁｬﾝとわんつーまんなんだよ

無理無理無理無理。

心臓が飛び出ちゃう。

（↑ﾋﾞﾋﾞり過ぎ

あ。今日はいよいよ「ﾌﾞﾗｯﾃﾞｨ·ﾏﾝﾃﾞｨ」が始まりますね

もうごくせんが終って春馬くんがﾒｯｼｭを取った時点で惚れました♡

あのﾒｯｼｭは好きじゃなかったんですよ

恋空は見てないし

で、ここ数日春馬くんがﾒﾃﾞｨｱﾗｯｼｭだったじゃないですか???
もう昨日のはなまるも録画して見ましたもん。

もう春馬くんが(○´艸`)ｶﾜｲｲし、ｶｯｺｲｲの

しかも昨日知りました。

現役高校生だってことを。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あたしといくつ違うのさ。

もう春馬くんから見たらあたしなんてｵﾊﾞﾁｬﾝなんだろうなぁ

もうもう、お肌なんてつるぴかだし、受け答えとかかわいいし、

ｶﾞﾘﾚｵでも湯川先生の大学生役を完全にｺﾋﾟってたし。



すごく才能のある俳優さんなんだなぁって思いました。

あ。相変わらず気が多いのはお許しくださいませ。(ﾍﾟｺﾘ

そして来週の月曜日のはなまるｶﾌｪが亮ﾁｬﾝ♡

うーん。ｲｹﾒｿ万歳!!!!

そしてﾃﾚｶﾞｲの２冊目を買いました

どんだけただﾁｬﾝ大好きなんですか???
もうﾎﾝﾄただﾁｬﾝのｾｸｼｰｼｮｯﾄはﾀﾊﾞｲ。

裸じゃなくても表情だけであんなｾｸｼｰになれるんだ???
って感じでﾎﾝﾄ忠義にはやられてしまうよ。

つーかただﾁｬﾝがお腹見せるのは女の人がﾌﾞﾗｼﾞｬｰ取るのと一緒って!!!!
えぇぇぇぇぇぇぇぇえ。

そんなに恥ずかしいものでつか???
もうﾎﾟﾆｮは封印ですか???
寂しいなぁ

あ。「Can！ｼﾞｬﾆ」放送地域が少し広がったようで。

北海道と宮崎と福島だったかな???
ちょっと曖昧なのですがそんな感じらしいです。

あたしの地域でもいつから始まりますってのあったらｺﾒﾝﾄください。

随時ﾌﾞﾛｸﾞに載せていきたいいと思います♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします♡

pika2.gif

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽ只今停滞中です。

お待たせしててすみませんです。(;∀;)
ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます♡

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

個人的なﾒｰﾙもお待ちしてます。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.10.11 Sat たつよし丼。

大倉担まひるですけどもー。

仕事終りましたぁ。

今日はから騒ぎに斗真が出るので

それまでにﾌﾞﾛｸﾞを書き終わりたいなぁと思います。

でも今日はなかなか先に進みませぬ

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

つーかやっとｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰを１０月に変えました。

なんかタックンが異常にデカく感じるのはあたしだけですか???
でも前髪留めててかわゆす♡

自分でタックン呼ばわりしてしまうとこもｽﾁ♡（笑

で、話変わるんだけどなんで忠義は「たっちょん」ってちょっと可愛い風なの???(笑
いや、可愛いけど。(笑
あたしなんて「どん」だよ。「どん」。（爆笑

つまり「まひるどん」って呼ばれてるってことです。

まぁ、そう呼ぶのは空（＠章大）だけですが。

まぁ、ﾎﾝﾄにドン(・ё・)ｸｻｰな感じですけど。

あぁぁぁぁぁぁあ。

あだ名が「どん」なんて呼ばれてる女子なんて

忠義嫌いだろうなぁ。(笑
まぁ、あたし自ら、ﾒｰﾙの末尾に「まひるどんより」って書くんですけどね。(笑
案外気に入ってる模様。(笑
もういっそのこと忠義のこと「たつどん」って呼んじゃう???（笑

全然原型留めてないんですけど

すっげぇ、どんくさそうな名前だよなぁ。（笑

たつよしどんでもいいけど。

なんかうまそうな名前だなぁ。

何かの丼ものみたい。（笑

それは忠義のｲﾒｰｼﾞですか???(笑



あたし、そういや、毎日ﾌﾙﾊｳｽは３回ぐらい見るのね。(笑
(↑空に異常って言われたけど

でもまだﾔｽｹﾝは１度もﾘﾋﾟったことがないの。

しかも仕事でいつも最初から見れなくて途中からしか

見たことないくせに!!!!!
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ﾎﾝﾄ、忠義さん、ｺﾞﾒﾝなさい。(ノД`)
だってさ、どこのﾄﾞﾗﾏで好きな女の人のこと鳥類とか鶏とかコッコとか

炊飯器って呼ぶのさ。（笑

まぁ、ﾌﾙﾊｳｽなんですけど

ﾏｼﾞ、最初の頃、見ながら爆笑してたもん。

最近は泣きﾓｰﾄﾞなんだけどね。

で、結構会話中舌打ちとかもしてておかしくて。

あんまり最近日本のﾄﾞﾗﾏで舌打ちとかしないよね???
ﾌﾙﾊｳｽはめっちゃ舌打ちしてる。(笑
とりあえず落ち着いた頃にﾔｽｹﾝﾘﾋﾟります

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

結局から騒ぎまでに終らなかった

ﾔﾊﾞｲ。斗真たんが必要以上にｶｯｺｲｲ♡

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします♡

pika2.gif

ｺﾒﾚｽお休み中です。(ノД`)
すみません。(ノД`)
ｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽをｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾝﾄもお待ちしています。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.10.14 Tue 大倉忠義への想い。

大倉担まひるですけどもー。

ご無沙汰

何気、女の子の日になって病んでました

相変わらず家族とすれ違いがあってもめたりって感じもあったし。

あたしが仕事行ったにも関わらず勝手に休んだと思って怒って

両親で夕飯食べに出かけてあたしのご飯がなかったりとか。(笑
で、いろいろ考えていっぱい泣いたり。

でも１番悲しかったのは弟にあたしのｴｲﾄへの気持ちが

ﾊﾟﾁﾝｺと一緒って言われたことです。

道楽と一緒って言われたことです。

あたしは本気でｴｲﾄが大好きだし、

忠義が大好きです。

確かにお金はかかるけど問題はお金じゃないし、

思い出とか楽しい気持ちとか感動とかいろんなものが帰ってくるんです。

それをﾊﾟﾁﾝｺと一緒って言われたことが

悔しくて泣きました。

あたしは一生弟と分かりあうことはないんだなぁって

思いました。

何かを一生懸命応援したことのない人に

この気持ちは一生わからないと思います。

あたしってつくづく家族とうまくいかない存在なんだなぁって

思いました。

でもあたしは負けたくないです。

なんと言われようとあたしはｴｲﾄを応援していくし、

忠義を応援していきます。

今日、ﾌﾙﾊｳｽが終りました。

最後、ﾖﾝｼﾞｪとｼﾞｳﾝがくっついて終ったんで

ﾊｯﾋﾟｰｴﾝﾄﾞだったんですけど

なんかﾎﾝﾄいつも２人は子供のｹﾝｶみたいなんですよね。

それがすっごいほほえましくて可愛らしくて。



人を愛するってすごくもどかしいし、

苦しいし、たくさん傷ついて、嬉しいこともたくさんあって

そうゆう思いをたくさんしてきて成就したり離れたりするんだなぁって。

ﾌﾙﾊｳｽを見てて再確認しました。

だからあたしも忠義のことを好きになって

傷つくことも嬉しいこともたくさんあってつらいこともあるけど

でも愛していきたいなぁって思います。

あたしがどれだけ忠義のことを好きかなんて自分にしか

わからないことだし、

他人には推し量れないものなんですよね。

苦しい時こそ忠義のことを思いたいし、

逆にそれがﾌﾟﾚｯｼｬｰになったり。

自分自身でもその恋愛の度合いとかわからなくなったりも

するじゃないですか。

そうゆういろんなことがあるから恋愛って面白いって

思うんですよね。

全然自分の思い通りにならないし。(笑
まぁ、忠義への想いは一方的なものだから

最初から思い通りになんてならないし、

駆け引きとかもないですしねぇ。(笑
あ。でも周りにたくさん同じ思いをしてる人が居たりするから

そうゆう周りとのやりとりみたいなのはありますよね???
周りの人とどううまくつきあっていくのかって

それは大切ですよね。

それでいかに楽しいｦﾀ生活が送れるのかかかってくるし。

あたし自身が周りに負けるとか勝つとかじゃなくて

気持ちの上で周りに気後れしたくないなぁとは思いますね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします♡

pika2.gif

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｺﾒﾚｽおゃすみちぅです。(ノД`)
すみませんです。

ｺﾒﾝﾄは励みになるのでがしがしください。

泣いて喜びます。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

個人的なﾒｰﾙもお待ちしてます。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからﾊﾟﾁﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.10.17 Fri 大倉忠義ｿﾛｺﾝ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、忠義ｿﾛｺﾝに行ってきました。

D1010227.jpg

(↑これ入り口の看板です。

D1010226.jpg

（↑これ会場。

なんか写真では見にくいんだけど

入り口左側にﾄﾞﾗｺﾞﾝがいてそこの横に

電飾で「TADAYOSHI OKURA」の文字が。

もうそれだけでﾃﾝｿﾝMAX
会場の外はちょっと肌寒くて待ってる間寒かったです。

で、中に入るとﾄﾞﾗﾑｾｯﾄがお出迎え。



D1010229.jpg

今回忠義の意向によりﾈﾀﾊﾞﾚ禁止ってことでﾚﾎﾟは書けませんが

雰囲気だけでも書きたいなと思います。

もう忠義が登場した瞬間すでに涙

あまりにもかっこよくて、あぁ、この人についてきて良かったなぁって

ﾎﾝﾄに心の底から思いました。

時々かわいこﾁｬﾝｷｬﾗも発揮。

お客さんの突っ込みにかわいこﾁｬﾝｷｬﾗで返す一面も。

今回予想通りにﾍﾞﾃﾗﾝがﾊﾞｯｸについてまして

もうそれもすっごい嬉しくて。

ドキドキだったMCもなんなくこなし、

今までの忠義の集大成みたいな感じのﾗｲﾌﾞでした。

ﾋｰ様(東山さん）や光一くんや松岡くんからｺﾒﾝﾄもあって

忠義はﾎﾝﾄ偉大な先輩方に愛されてるんだなぁって思いました。

もうあたしはﾎﾝﾄ踊ることもﾍﾟﾝﾗを振ることも忘れて

忠義に釘付けでした。

もうなんだろ???
なんか忠義から１秒たりとも目が離せず、

この１回しか見れない公演を目に焼き付けることに必死で。(笑
今回VTRでの松岡くんの活躍がもっそい面白くて

会場内爆笑でした。

あたしの好きな歌たくさん歌ってくれて

演出もすごく良かったし、

あたし的には和太鼓の演出がすごく良かったです。

なんかｻﾏﾘｰみたいに噴水を使った演出が何箇所かあって



それがすごい良かったし、

忠義も言ってたけど自分がｽﾃｰｼﾞに上がるだけで

かっこよく見えるような演出をしてくださったｽﾀｯﾌさんの力は

ﾎﾝﾄにすごいなぁって思いました。

でも決してそれはｽﾀｯﾌさんの力だけでかっこよく見えてるわけじゃないし、

大倉忠義あってこそのｿﾛｺﾝですからね。

忠義の力です。

もう何度も何度もうるうるしてしまって

あたしはﾎﾝﾄに大倉忠義のことを好きなんだなぁって

再確認しました。

あたしGﾌﾞﾛだったんで横顔とか後姿とか多かったんですけど

もうそれだけでもすっごい満足で。

なんか普段から体力のない忠義さんなので

結構息切れしてましたね。（笑

それもまた可愛くて忠義らしいなって思いました。

なんか最近つらいことがあったりして空元気だったんですけど

だいぶ忠義から元気もらいましたね。

なんかヒナﾁｬﾝが初日に観にいったそうで。

そのこと今日のヒナﾁｬﾝのﾚﾝｼﾞｬｰに書いてありましたね。

あたしも思いました。

忠義がとにかくすごく楽しくやっていて

それが１番嬉しかったです

残り半分も怪我なく病気なく頑張って欲しいと思います。

楽しい時間をありがとう

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

良かったらｸﾘｯｸお願いします。

pika2.gif

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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2008.10.20 Mon 現実逃避したいです。

大倉担まひるですけどもー。

ここ最近仕事がｽﾗﾝﾌﾟで

帰ってきてｲﾔだなぁって思うことが多くて。

昨日も体調不良でﾌﾗﾌﾗで仕事行ったら怒られて

栄養ﾄﾞﾘﾝｸでも飲んで治してﾃｷﾊﾟｷ動いてって言われて

理不尽だなぁって思ったりとか。

体調悪くて休んでも怒られるし、行っても怒られるし。

ﾎﾝﾄ理不尽です

ちょっと泣きそうになりました

なんか人間不信になりそうです

で、帰ってきて月９を１０分ぐらい見れたんですよ。

なんか最後の悠仁を見てもっそい泣きそうになりました。

あたし、最近ではあんまりなんですけど

一時期ゆずっこだったんですよ。（笑

FCとかも入ってたし、ﾗｲﾌﾞとかもよく行ってたし、

ずっとゆずの 聴いたり、PV見たりしてました。

特に悠仁が大好きでｦﾀ卒しそうになりましたもん。(笑
だから悠仁の笑顔とか泣きそうな顔とかもっそい弱いです。

なんかあたし、ﾋﾟ（Rain）が好きになってしまったみたいです。

ﾌﾙﾊｳｽで毎日見てたらすっごい気になるようになってしまって。(笑
最終回から見てなかったんですけど

昨日寝る前に最終回を見たらもっそいﾋﾟが懐かしく感じて

一人でやっばぁいって思ってました。(笑
あたしの韓流好きも本格的になってきましたね。（笑

なんか今はすごくすごく忠義が遠く感じて

ｿﾛｺﾝは夢だったんじゃないかって感じます。



なんか金曜日仕事行くまではご機嫌だったんです。

でも金曜日に仕事に行って一気に現実見たってゆーか。

それでとどめが昨日だったんで。

せっかく忠義が元気くれたのに。

だから１日も早く元気取り戻したいです。

忠義がくれた暖かい気持ちを大切にしたいです。

まぁ、ﾌﾞﾛｸﾞ書けるだけ全然ﾏｼなのかもしれませんが。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１回ﾎﾟﾁっとお願いします。

pika2.gif

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

BUTｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます♡

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙくだぱい。

個人的なﾒｰﾙもお待ちしてます。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからﾎﾟﾁっとな。

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2008.10.22 Wed お疲れ様でした。

大倉担まひるですけどもー。

昨日で大倉忠義ｿﾛｺﾝの東京公演が終りましたね。

無事に終って何よりです。

大阪公演の日程も出ましたね。

またちょっと行きたいなぁって迷いました。

まぁ、金銭的にもそんな余裕ないんですけどねぇ

とりあえず来年に向けて少しでもお金に余裕持たせたいし。

あ。で、忠義、東京公演お疲れ様でした。

ﾊﾞｯｸで盛り上げてくれたﾍﾞﾃﾗﾝ含めｼﾞｭﾆｱのみなさん、

ｽﾀｯﾌさんもお疲れ様でした。

１０月１１日から２１日までの間でしたが

つくづく忠義のやってるお仕事はみんなに夢を与えるお仕事なんだなぁ

って思いました。

ﾎﾝﾄに素晴らしいお仕事だし、それを完璧にこなす

忠義はﾎﾝﾄにｽﾃｷだなぁって改めて思いました。

あたしもたくさんの夢と希望をもらいました。

ありがとう。

なんか今日、ﾃﾚｶﾞｲ見たら公開ﾘﾊのﾚﾎﾟが載ってて

こんなに素晴らしいものがDVDにならないのは惜しいなぁって

思いました。

今までｴｲﾄのｿﾛｺﾝもDVDになってないから

これもならないんだろうなぁってすごく残念な気持ちです

あたし他のｿﾛｺﾝ見たことがないから

どんなに素晴らしいものか知らないんだけど

忠義のｿﾛｺﾝはﾎﾝﾄに良かった。

ﾄﾞﾗﾏが終ってからの短期間でこんなに素晴らしいものが

作れちゃうんだなぁって忠義もすごいなぁって思ったけど

ｼﾞｭﾆｱやｽﾀｯﾌさんもﾎﾝﾄにすごいなぁって感謝の気持ちでいっぱい。

すごく夢があったし、見てて楽しかったし、

最高に幸せでした。

ありがとう。

そしてお疲れ様でした。



まだ大阪公演が残ってるけどたくさんの人に幸せわけて

あげて欲しいなぁって思いました。

あたしは相変わらずだけど

でもﾃﾚｶﾞｲ見て元気もらったのは確かだし、

忠義の姿見れるだけでこんなに幸せになれるんだなぁって

思いました。

何度も何度も言うけど

ﾎﾝﾄに忠義ｿﾛｺﾝに携わったみなさんにありがとう。

そして忠義、ありがとう。

大好きです。

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2008.10.22 Wed ﾏｰｼｰからｸﾞﾚｰのｵｵｸﾏを奪還する会。（ｳｿ

大倉担まひるですけどもー。

そうそう、ｸﾞﾘﾑｽの画像保存しといてｱｯﾌﾟしてなかったので

誕生日の時のやつと今のﾊﾛｳｨﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝをｱｯﾌﾟします

（↑これ誕生日ね。

（↑これﾊﾛｳｨﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ。

何気に今月あんまりﾌﾞﾛｸﾞ書いてないわりに

成長してるんだよね。

なんか前回より成長が早い気がする。

気のせい???

なんかあたし凹んでる時ってすっごいよく 見るか

全く見ないでひたすら寝るかのどっちかなんだけど

最近は ばっかり見てる。

なんかあたしの中でﾃﾝｼｮﾝあげようとしてるんだろうね。(笑



それでひらすらﾊﾞﾗｴﾃｨｰとか見てて。

あとﾆｭｰｽもよく見る。

あとTVｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞとか。(笑
で、最近気になってるのが１つあって。

ｺｱなんとかってゆうﾗﾃﾝﾀﾞﾝｽの基本を取り入れたｴｸｻｻｲｽﾞなんだけど

もっそいお腹に効くらしくて。

あたしはｿｯｺｰ忠義に送りつけようかと思いました。(笑
(↑もっそい失礼なﾔﾂ。

で、自分も欲しかったので２ｺ買って忠義と一緒にとか勝手に

１人で盛り上がりまして。

(↑痛いﾔﾂ

アヒャヒャヒャ(゜∀゜≡゜∀゜)ヒャヒャヒャ

まぁ、そんな感じで日々を送ってます。

そういや、昨日、 も立ち上げず、

ひたすら 見てｶﾞﾝ寝してたので

忠義ｿﾛｺﾝのﾚﾎﾟも漁らず（いや、基本的に今回全くあさってないです

なので忠義ｿﾛｺﾝのいつに誰が来たとか全く知らずに過ごしてきました。

で、さっきお友達のarisaﾁｬﾝ（＠忠義）のﾌﾞﾛｸﾞに遊びに行ったのね。

そしたら今回、な、なんと森田剛きゅんが観にきてくださったそうで。

忠義の憧れのお方じゃないでつか???

ｷﾀ━━━━━━(♡∀♡)━━━━━━！！ 

あたしもその場に居たかったです。(ノД`)
忠義の憧れの人であると同時にあたしの憧れの人でもあるのです。

いやいや、さすがの忠義さんが相手でも

剛きゅんは譲らねぇ。

もうもう、だってなんであたしは剛担じゃないの???
ってぐらい好きよ

Vのﾗｲﾌﾞﾋﾞﾃﾞｵで剛きゅんの横っちょに映りこんじゃうぐらい好きよ。（笑

（↑これ会場のﾋﾞｼﾞｮﾝにももっそい映り込んでたってゆーｼｮｯｷﾝｸﾞなお知らせ。

（↑末代までの恥だと思ってます。(;∀;)
友達の間では爆笑だったんだけどね。



ただの笑われ者です

もうなぜにあの映像をﾋﾞﾃﾞｵで残すかなぁ。（笑

あの映り方は残念以外の何者でもねぇよ

もうね、剛きゅんは好きすぎて恐れ多いのよ。(笑
なんかあたし的には で見てるのがちょうどいいってゆーか。

昔はﾊﾞｯｸ担だったんでｷﾝｷとかVとか嵐とかﾄﾆとかｶﾐとかTOKIOとか

よく行ったんだけど最近なんてﾎﾝﾄｴｲﾄでいっぱいおっぱ○だもんなぁ。

なんかKAT-TUNも封印したし、

NEWSに至っては１度も見たことがないってゆーね。(ノД`)
あ。でもｶﾐｺﾝとかあったら行きたい。

ﾎﾝﾄ剛つんｿﾛｺﾝとかもっそい行きたかったんだけど

自分の中で封印したからね。

(*´д`)ｱﾊｧ♡
忠義も剛つんのｿﾛｺﾝ観に行けるといいね。

なんかでもきっと仕事人の撮影とかで忙しいのかもねぇ。

もう他の人は撮影入ってるって言ってたし。

そういや、今日、ｼﾞｮﾝも買ったんだけど

ｼﾞｮﾝにも忠義ｿﾛｺﾝの記事載ってたね。

全然気がつかなかったよ

しかもｵｵｸﾏも一緒に写ってた。

ｵｵｸﾏと戯れる大倉忠義２３歳。

あ。なんかﾏｰｼｰの誕生日祝いに忠義がｸﾞﾚｰのｵｵｸﾏをあげたらしいんだけど

名前をつけた方が愛着がわくって言ってたので

あたしも名前をつけたいと思うのですが何もうかばねぇ

ちなみに苗字がｵｵｸﾏね。(笑
やっぱ「た」がつく方がいいよね???
「たーちゃん」とか???
「たっくん」とか???
（↑あたしの頭の中のその貧困さ加減は何???
「ﾀﾁｮﾘｽﾄ」とか???
「ﾀﾁｮﾗｰ」とか???
（↑何か浮かんだら報告します



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１回ﾎﾟﾁっとな。

pika2.gif

ｺﾒﾚｽ只今お休みちぅです。(ノД`)
すまねぇ。(ノД`)
BUTｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます♡

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからﾊﾟﾁﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾝﾄもよろしQ。

で、大事なお知らせ。
麻緒さん（＠忠義）からｺﾒﾝﾄいただいたのですが

１７日のｿﾛｺﾝにDVD撮りが入ってて

忠義がDVDになるようにお願いしてねらしきことを言ったそうなので

全くDVD化の道が絶たれたわけではないらしいのです。

なのでみなさんﾃｲﾁｸさんやｼﾞｬﾆWebに忠義ｿﾛｺﾝのDVD化のお願いﾒｰﾙを

送りませんか???
みなさん１人１人の力が必要です。

よろしくお願いします。

こちら→ﾃｲﾁｸさん

１番下にあるお問い合わせのとこからお願いします。
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2008.10.23 Thu 重大なお願い。

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、今日も爆睡だったよ

まぁ、朝寝てるからなんだけどねぇ。

今週、余分に薬がないから毎日決まった量しか飲めないんだよね。

まぁ、その方が体にもいいんだけどね。

で、重大なお願い。
昨日、麻緒さん（＠忠義）からｺﾒﾝﾄいただきまして

（麻緒さん、ありがとうございます!!!!）
忠義のｿﾛｺﾝの１７日にDVD撮影が入ってたそうなんですね。

それで忠義がﾃｲﾁｸさんや事務所にお願いしてね〜。

みたいなことを言ってたのでDVD化の道が絶たれたわけではないようなのです。

でもそのためにはたくさんの人の力が必要です。

みなさん、力を貸してください。

ﾃｲﾁｸさんやｼﾞｬﾆWebにDVD化要望ﾒｰﾙを出しませんか???
こちらから→ﾃｲﾁｸさん

下の方にあるお問い合わせのとこからお願いします。

あとﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はこのことをﾌﾞﾛｸﾞにｱｯﾌﾟして

いただけると嬉しいです。

みんなで力あわせましょう

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! ♡
もし、もし、忠義ｿﾛｺﾝがDVDになったらもっそい幸せだなぁ。

もう考えただけでﾄﾞﾁﾄﾞﾁだよ

死んだう♡

なんかそういや、今日書くﾈﾀがないなぁ。

だって寝起きだもん

http://www.teichiku.co.jp/


もっそい寝起きに弱いまひるたそなのです

そう、先週、ﾚｺﾒﾝを全国放送から聴こうと思って

ﾗｼﾞｵつけたら音が鳴らないの。

電池切れー。（ﾁｰﾝ

だってあたしの部屋のｺﾝﾎﾟって置いてあるだけだもん。

CDも聴けなきゃﾗｼﾞｵも聴けない、MDもｶｾｯﾄも聴けない。

ﾎﾝﾄ、飾りよ 飾り

いい加減新しいの買えよーって思うんだけど

結局 を で聴いてるから

ﾗｼﾞｵが不便なぐらいで特に不自由はしてないのよ。

で、ﾗｼﾞｵも目覚ましと一緒になったやつ、ﾏﾏﾝからﾊﾟﾁｮって

使ってたから電池換えれば聴けるし。

まぁ、今、うちに電池はないんですけどね。(ノД`)
なので今週もﾚｺﾒﾝは聴けませんけど何か???
なんか聴けないってわかると無性に聴きたいと思うのは

なぜですか???

なんか昨日、ｶﾂｶﾂを見てて清水ﾐﾁｺさんのモノマネのやつだったんだけど

やたらとﾂﾎﾞに入る田口さんが可愛くて♡

なんか他ﾒﾝはﾎﾞﾁﾎﾞﾁって感じだったんだけど

田口さん、めっちゃ笑ってた。

あたし、ｶﾂｶﾂ見るのは久々で。

いや、先週も見たんだけど

先週がﾎﾝﾄ数ヶ月ぶりぐらいで。

前は録画とかもしてたんだけど

あの時間帯ってしょっちゅう放送時間が変わるじゃない???
それで録画するのがめんどくさくなって

やめちゃったんだよね。

だってあたしの持ってるHDDﾚｺｰﾀﾞｰは山梨県民に優しくないから

番組表みたいなやつとか使えないんだもん。 (´Д｀lll)
だから野球が延長になっても自動で時間変更してくれないんだもん

手動よ 手動



ﾈﾀがないのでｻﾗﾊﾞｲﾊﾞｲ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１回ﾎﾟﾁっとな。

pika2.gif

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

すみません。(ノД`)
BUTきっちりｺﾒﾝﾄは読んでおります。

なのでﾊﾞｯﾁﾘｺﾒﾝﾄくださると嬉しいぜ。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからﾊﾟﾁﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾝﾄもよろしくお願いします♡
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2008.10.24 Fri 行動に移さなきゃ何も変わらない。

大倉担まひるですけどもー。

さてさて来年は２月、３月にSHOCKがあるそうなんですが

来年は忠義出れないよね???
仕事人の撮影あるし。

でももしやってこともあるし、

と思って相変わらずﾁｷﾝぶりを発揮です

さすがにﾘﾊ含めて１月から３月までSHOCKで拘束されるわけなので

やっぱり無理だよね???
なんか時代劇の撮影がどこまでO.A.とずれるのかわからないから

もっそい不安なわけで。

いくらなんでも１月までにすべての撮影が終わるなんてあり得ないよね???
（↑どんだけﾁｷﾝなんですか???
もうだってさ、SHOCKに出たら嬉しいには嬉しいんだけど

ﾁｹｯﾄ取るのが大変なんだもん。

しかも今年なんてもっそいｷﾞﾘｷﾞﾘに発表されたし。

あの時のﾃﾝﾊﾟり具合は忘れねぇ

SHOCKって言えば昨日、SHOCKのDVDのCM見たよ。

「くぅをーいちーーーーーー!!!!」（ｺｳｲﾁね

って言ってるとこがﾊﾞﾝって映ってた。

もうすぐ発売なのですが全く持って銭こがありません

悲しいお知らせです

全財産が３０００円ぐらいしかないです

よって給料が出るまでｼﾝｸﾞﾙも買えませんけど何か???
あたしの中で最近ﾌﾗｹﾞ日とゆう日が遠のいてます

ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)



そういや、昨日のﾚｺﾒﾝ、エイトがｹﾞｽﾄだったんだよね。

２１時頃気づいてﾗｼﾞｵの電池を買いに行くかもっそい悩んで

結局行かなかったってゆーね

結局ただﾁｬﾝへの電話も全国放送前だったみたいだし。

しかもただﾁｬﾝ、風邪気味だとか。

もう、呼んでくれればいつでも京都までお世話しに行くのにー。

まぁ、一生呼ばれることはないんですけども。(ノД`)
ただﾁｬﾝも遠慮なくどぞ

はぁ、でもやっかしﾚｺﾒﾝ聴きたかったなぁ。

で、で。
某映像ｻｲﾄで無責任ﾋｰﾛｰのPV見ますた。

なんか社長「横山裕」と新入社員「安田章大」の２人の肩書きは見えたって

ゆーかWebで見て知ってたんだけど

他ﾒﾝの肩書きがもっそい気になって。

誰か知ってる人居たら教えてください。

なんか忠義なんてめちゃくちゃむしゃむしゃ食べてるし。(笑
あれは何???（笑

なんかすっかりポニョｷｬﾗが定番化した大倉忠義さん。

そんな忠義さんも大好きなんですけども

なんか今回のPVもなかなかいい感じに仕上がってまして。

ｴｲﾄのわちゃわちゃ感がもっそい出ててあたしは好きだす♡

今日はとにかくひたすら眠いのでもうそろそろ寝ようかなぁと。

亮ﾁｬﾝ、ｺﾞﾒﾝね。

P.S.
忠義ｿﾛｺﾝの１７日にDVD撮影が入ってまして

忠義がそのことをお客さんに告げ、DVD化をﾃｲﾁｸさんや事務所にお願いしてね〜。

と言ってたらしいので

DVD化の道が絶たれたわけじゃないんです。



そこでみなさんにお願いです。

DVD化の要望をﾃｲﾁｸさんやｼﾞｬﾆWebにﾒｰﾙしませんか???
こちらから→ﾃｲﾁｸさん

下の方にあるお問い合わせのとこからお願いします。

たくさんの方の協力が必要です。

なのでﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はぜひこのことを記事にｱｯﾌﾟして

いただけると嬉しいです。

たくさんのeighterにこのことをお願いしてください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

すみません。(ノД`)
BUTｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます♡

ﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はｱﾄﾞﾚｽ載せていただければ

お礼に伺いますのでよろぴこ〜。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからﾊﾟﾁﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2008.10.26 Sun もうすぐ堂兄です&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

１回書いたら消えやがりました

死んでおしまい

左肩が痛くてあがらないんですけど。(ノД`)
なんかいつも左肩なんだよね。

何もしてなくても痛いもん。

とりあえず湿布だけ貼りました。

整体行こうかなぁ。

そういや、Can!ｼﾞｬﾆをまだ１回目しか見てなくて

堂兄見てから見ようかなぁって思ってます。

堂兄、もっそい久々だから緊張するなぁ。

光一くんと忠義の絡みｷﾎﾞﾝﾇ。

あぁぁぁぁぁぁぁあ。もうすぐ始まる。

無駄に緊張するんですけど

そうそう、金曜日ね、「流星の絆」が始まるまでは起きてたのね。

でも始まって１０分ぐらいで寝ちゃって

目が覚めたら２時だった。

もつけっぱなし、電気もつけっぱなし、

もつけっぱなしでぐーすかぴーすか。

あたし的にそうゆうことって珍しいからびっくりした。

いつも寝ますよー。寝ますよー。って心の準備してから寝るから。（笑

今日も６時起きだったからすでに眠いんだけどね。

あ。昨日、初めてｽｸﾗｯﾌﾟ·ﾃｨｰﾁｬｰを見たのね。

意外と面白くてちょっとﾊﾏった。



あれは平成担が見たらやぶぁいでしょ???
あたしちょっと山田くんにきゅんとなったもん♡

なんか山田くんって頭のいい役やらせたら天下一品だよね。

なんかちょっと冷たい感じが「きゃ♡」ってなる。

（↑おのれはいくつだ???
探偵学園Qを途中で見るの辞めたのは誤算だった気がする。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
でもあれね、なんか妙にﾘｱﾙで怖かったんだもん。

でもあたし、平成ﾒﾝがﾄﾞﾗﾏ以外に出てるの見たことないから

山田くんとか高木くんがどんなｷｬﾗか全然知らないんだよね。(ノД`)
非常に残念なお知らせでした。(ノД`)

じゃ、堂兄見てからまた書くね〜ん♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif
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2008.10.28 Tue 堂兄感想。

大倉担まひるですけどもー。

なんか今日はﾌﾞﾛｸﾞ書くのやめてさっさと寝ようと思ってたのですが

何の反動か胃がｷﾘｷﾘ痛むので眠れず

何か書きたいなぁと特にﾈﾀもないのに

立ち上げました。

まぁ、ほぼ毎日 は立ち上げるんですけどね。

ﾒﾙﾁｪだけはよっぽど何かない限りやります。

そうそうあたしすっごい好きな声優さんがいるんですよ♡（ﾎﾟｯ

たぶん知らない人なんていないんじゃないかなぁ。

宮野真守さんって言うんですけど

１番わかりやすいｱﾆﾒで言うとﾃﾞｽﾉの月役です♡

今見てるｱﾆﾒにも出てて「ｳﾞｧﾝﾊﾟｲｱ騎士」の新しいﾔﾂにも

出てます。

もう声だけで萌え♡ってなってしまう人の気持ちが

もっそいわかるようになってしまった完璧ｦﾀｸです。

でも宮野さん、実はｲｹﾒﾝなんですよ。

あたしとﾀﾒなんですけどｲｹﾒｿです♡

気になった人はﾃﾞｽﾉのｱﾆﾒ見てくだﾊﾟｲ。

そうそう、昨日、堂兄見た後書くって言ったのに

疲れ果ててすっかり爆睡をしてもうて

ﾎﾝﾄしぃやせん

あ。それで堂兄見たんですけどめちゃ面白かった。

久々に手を叩いて笑いましたわ。(笑
もう丸ﾁｬﾝちの両親の話があたし的には好きです。

切れてます!!!!ってやつ。

で、なんで丸ﾁｬﾝちは両親共にﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙﾀﾞｰなのに

丸ﾁｬﾝの肉体は放置なんでしょうか???
そこが疑問です。



まぁ、丸ﾁｬﾝが「切れてる。切れてる」とか言っててもｲﾔなんですが

あ。丸ﾁｬﾝの髪型かっこよかったですよね???
ﾀﾓｽﾃでは空（＠章大）に不評でしたからね。

ヒナﾁｬﾝの「おおきに」話も面白かったし。

で、一問一答もその質問忠義にして!!!!って言うのも

ﾊﾞｯﾁﾘきてて１人でｳﾎｳﾎ♡ってなってました。

たぶんｴﾈｺﾞﾘくん級の地震は起こしてたと思います。

なんか忠義の部屋が汚いは意外だったなぁ。

だって散々弟が忠義の部屋汚すって言うから相当綺麗に

してるのかなぁって思ったもん。

でも彼女くるから部屋を綺麗にかたすふりをする。

(↑つまりｸﾛｰｾﾞｯﾄに押し込む

はちょっと(○´艸`)ｶﾜｲｲ♡って思いました。

まぁ、あたしの部屋もそんなに言う程綺麗じゃないんですけど。

なんか物が増えすぎちゃって片付かないんですよね。(ノД`)
なんか親に売るものとかあるだろ???って

言われたんですけど とかDVDは欲しいから買ってるわけであって

いらないものなんてないんですよ

え???みんな とか売ります???
あたし１度売って後悔したことあるんで

それ以来売らないですね。

で、亮ﾁｬﾝの好きな人が出来た時のｱﾋﾟｰﾙ方法。

あたしは亮ﾁｬﾝのいっぱいが頻度だってのはわかってたんで

なんで???って思ってました。

あと丸ﾁｬﾝとヨコのｻﾌﾟﾗｲｽﾞ話は面白かったなぁ。

丸ﾁｬﾝ、ｻﾌﾟﾗｲｽﾞってかただの変態じゃないですか???(笑
忠義の友達の誕生日に別の友達と行ってその別の友達が

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄした帽子に酔っ払って牛乳入れた話はドン引きしましたけどね。

忠義は酔っ払うと行動が読めないとゆうことが発覚。

やっすんとつよっさんは意外にも旅行へ行ったりして親交を深めてたり。

いや、いや、やっぱりｴｲﾄは面白かったです♡

なんか１０月ももうすぐ終わりですね。

特に喪中のﾊｶﾞｷも送りませんが

今年は喪中なので年賀状交換は今年も出来そうにないです。

すみません。(ノД`)



P.S.
忠義のｿﾛｺﾝの１７日にDVD撮影のｶﾒﾗが入ってたそうなんです。

そのことを忠義も告げ、ﾃｲﾁｸさんや事務所にお願いしてね〜。

みたいな感じで言ってたそうなので

DVD化の道が全く絶たれてしまったわけでもないようなのです。

そこでみなさんにお願いです。

ﾃｲﾁｸさんやｼﾞｬﾆWebにDVD化の要望のﾒｰﾙを送りませんか???
こちらから→ﾃｲﾁｸさん

たくさんの方の力が必要です。

ﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はこのことを記事にｱｯﾌﾟして

くださると嬉しいです♡

そしてたくさんのeighterさんにこのことを伝えてください。

お願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

ｺﾒﾚｽはお休みちぅです。

すみません。(ノД`)
BUTｺﾒﾝﾄは励みになりますので２４時間お待ちしてます。

ﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はｱﾄﾞﾚｽ載せて

いただければﾌﾞﾛｸﾞにお礼に伺います。

急ぎの方、個人的なことはﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙくださいませ。

お待ちしてます♡

http://www.teichiku.co.jp/
http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからﾎﾟﾁっとお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.10.31 Fri 景徳鎮をｺﾞﾘ押しする男。

大倉担まひるですけどもー。

ちょっと間が空いちゃいましたね。

忙しくて疲れちゃって時間が空けば寝てって感じの

毎日でした。

なのでまだSHOCKのDVDも無責任ﾋｰﾛｰも封を切ってないんですよね。

全然手付かずです

まぁ、今日買ってきたばっかなんですけど。

帰ってきてｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰのﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟさせて

CHANGEの再放送を録画してたんでそれ見て

今現在です。

あ。あとﾃﾝﾌﾟﾚに使う画像作ってました。

もう１０月も終わりですからね。

SHOCKのDVDを見てない間にSHOCKのCM３回ぐらい見ました。(笑
あ。あとﾗｽﾌﾚのDVD買いました。

なんかやっぱりﾊﾟｯｹｰｼﾞ見ると切なくなりますね。

これもまだ封を切ってません。

ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)

うたばんはかろうじて見ました。

つーかえぇぇぇぇぇぇぇぇえｰｰｰｰｰｰ!!!!
大山田喋ってないよー。

久々にそんな待遇にｴｸﾞｴｸﾞしちゃいました。(ノД`)
面白かったけど面白かったけどえぇぇぇえ。

大山田ー。

あ。でも亮ﾁｬﾝの自画像ねぇ。

なんか亮ﾁｬﾝ自画像描くの好きだよね。(笑
なんか時間空くと描いてない???
なんかなんか自分大好きなﾀｲﾌﾟでしょ???
でも自画像描いて８万円っていいなぁ。

でもでも忠義がもしあれだけ気合い入れた自画像描いてたら

あたし買っちゃいそうよ



ヒナﾁｬﾝの景徳鎮は絶対ｵﾁだよー。(笑
あの必死さに爆笑。

すばる、さすが古着好きなだけあって

詳しいよねぇ。

ちょっとすごいって思ったもん。

茶箱にしまってください。茶箱に。(笑
何気にちい散歩を３０分も見たことに凹みー。(ノД`)
３０分待って大山田喋りなしかよーと思うと駄々凹み。

あ。そういえば来年３月、４月に章大主演で舞台やるそうで。

おめでとー♡

なんか一瞬他人事かとｵﾓﾀよ。

あたしもお金に余裕あったら行くﾀﾞｽよ。

今、あまりにもお金なくてﾋｰﾋｰ言ってるからね。

あたし。

ﾏｼﾞ、ﾗｽﾌﾚのDVDなんて買ってる場合じゃないっつーの

亮たすとお友達になって自画像描いてもらわないとﾎﾝﾄにﾀﾊﾞｲから。

あうー。

ﾀﾓｽﾃ見なくちゃ。

一端終ります。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif
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2008.11.02 Sun 君がいるだけであたしは幸せです。

大倉担まひるですけどもー。

昨日も疲れて１２時ぐらいには寝てしまいました。

でも早く寝ると朝、爽快なんだよねぇ。

そんなわけで朝早く起きています。

たぶん仕事から帰ってきた頃には失速してると思うけど。(笑

つーかお腹空いたなぁ。

昨日、夕飯食べてないし。(ノД`)
昨日１日で食べたものってﾊﾟﾝ１ｺだもんなぁ

別にﾀﾞｲｴｯﾄしてるとかじゃなく単に時間がなかっただけ。

(↑ﾀﾞｲｴｯﾄしろよ

今日は時間に余裕あるから朝ごはん食べて仕事行こうー

あたし、未だにﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ·ﾀｯﾁって出来てなくて

自己流の指の使い方をするんだけど

これが結構ｷｰﾎﾞｰﾄﾞﾊﾞｼﾊﾞｼ叩くから

文字の半分ぐらい消えちゃったｷｰﾎﾞｰﾄﾞを使ってます。

でも文字の配置は覚えてるから全然問題ないんだけどね。

だってもう何年になるんだろう???
この 使い始めて。

５年は超えてるはず。

限界までは使おうと思ってるんだけどね。

なんか近くに電機やさんとかあるし、見に行くの好きなんだけど

見ると新しいﾊﾟｿとか新しいTVとか欲しくなるじゃん???
それで最近全然行ってない。

電機やさんって楽しいよね???
なんかずっと見ていられるし。

そういや、今日やっとｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰを１１月にしました。



１１月は忠義ですね

なんか幸せです

忠義見てるだけですごくほっとした気分になるし、

安らいだ気持ちになります。

これは忠義の持ってるほんわかした空気からなんでしょうね。

この空気にどんだけ癒されてきたんだろう。

中２の女子ノリですけど決めるとこはﾊﾞﾁっと決めてくれて

そんな忠義が大好きです♡

なんか一時期、ｱｲﾄﾞﾙを好きなんて恥ずかしいって思った時期があったんですよ。

でもすごくみんな頑張っててそんなみんなを否定することの方が

恥ずかしいって思うようになったんです。

その辺のﾀﾚﾝﾄさんよりよっぽど芸達者だし、

ｼﾞｬﾆｰｽﾞ事務所ってﾎﾝﾄにすごいんだなぁって。

あたしの中ではｱｲﾄﾞﾙってくくりよりｱｰﾃｨｽﾄってくくりに近いし。

なんかすっごい夢があるし、いちいち感動させられるんですよねぇ。

(｡·д·)☞)´Д｀)ﾌﾟﾆｮｯ 
忠義がｼﾞｬﾆｰｽﾞ事務所でﾎﾝﾄに良かったなぁって思います。

いろんなことをさせてもらえるじゃないですか???
それが幸せかなぁと。

何気、明日亮ﾁｬﾝの誕生日だぁ。

仕事なので特に何もお祝いできないんですけどねぇ

なんか亮ﾁｬﾝも２４歳なんだなぁと思って。

中学生の頃から見てるけど大人になったなぁってすごく思う。

あ。朝ごはん食べてきました

忠義じゃないけどご飯食べると幸せになります。

その朝ごはんも忠義と食べたらもっと美味しくて幸せなんだろうなぁって

思います。(笑
いつかそんな日がこないかなぁとﾊﾞｶみたいに願ったり。(笑
そんな妄想で生きていけるあたしって十分幸せかなぁとも思います。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif
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2008.11.03 Mon 誕生日おめでとう。

HAPPY BIRTHDAY
RYO NISHIKIDO
24th!!!!

２４歳おめでとう!!!!
２３歳という年は亮ﾁｬﾝにとってすごく転機でもあった

年じゃないかなぁって思います。

ﾗｽﾌﾚというﾄﾞﾗﾏを通じて新たな錦戸亮を垣間見たような

気がします。

ﾎﾝﾄにﾄﾞﾗﾏをやるたびに亮ﾁｬﾝの演技力、表現力がｱｯﾌﾟしてて

あぁ、こんな亮ﾁｬﾝもいるんだとかこんな亮ﾁｬﾝもありだなぁとか

思いながらいつもﾄﾞﾗﾏを見ています。

いつも忠義と仲良くしてくれてありがとう。

忠義と一緒に歌う「torn」がすごく好きです。

そしていつも博貴の味方でいてくれてありがとう。

これからも博貴の支えでいてあげてください。

事務所に入った当初から錦戸亮を見てるけど

昔から曲がったことが嫌いで

いつも頑張ってて負けず嫌いで

笑顔が飛びっきり可愛かったよね。

あたしはｴｲﾄﾒﾝと一緒にいる時の

甘えん坊の亮ﾁｬﾝが大好きです。

２４歳という年が亮ﾁｬﾝにとってHAPPYでありますように。

誕生日おめでとう。

2∞8.11.3　福原まひる。
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2008.11.03 Mon 君が欲しい。

大倉担まひるですけどもー。

また眠れねぇ。(ノД`)
今日、６時起きだったのに。

ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)
そんなわけでﾌﾞﾛｸﾞ更新しまーす

そうそう、今日ね、某ﾛｰ○ﾝでﾘﾗｯｸﾏのﾎﾞｳﾙをもらってきました。

なんかいつもおにぎりとかﾊﾟｽﾀとかにもﾎﾟｲﾝﾄのｼｰﾙって

ついてるんだけど今回ﾊﾟﾝとﾃﾞｻﾞｰﾄだけで２０ﾎﾟｲﾝﾄだったから

結構苦戦した。(笑

（↑これね。めっちゃ可愛くない???
これでｵｻﾚにｶﾌｪｵﾚを飲むか思い切ってｼｰﾒｰを食べるかは自由だー!!!!
なんか考えたら１０月ほとんどﾃﾞｼﾞｶﾒ使ってなくて。(ノД`)
なので今月はいっぱい撮りたいなぁって思ってるんですけども

なんかだって忠義ｿﾛｺﾝの時は時間ｷﾞﾘｷﾞﾘに行ったから

全然ご飯とかも食べる余裕もなくて

ﾎﾝﾄにﾗｲﾌﾞに行って帰ってきたって感じで。(ノД`)
工エエェェ(´д｀)ェェエエ工

友達とかに会う余裕もなくて。

まぁ、単なる寝坊なんですけど

工エエェェ(´д｀)ェェエエ工

非難GO!GO!ですよね???
会いたい人はたくさん居たのに。



じもてぃーの友達なんですけどね。

（↑一応東京出身なあてくし

つーかﾔｽｹﾝの５巻が発売になったのにお金がなくて

買えない件。

それはどうよ

ﾏｼﾞ、堅実な生活送らないとﾎﾝﾄﾔﾊﾞｲ。

あたし、今月から無駄使いはしないことにしたから。

いつも生活がｷﾞﾘｷﾞﾘなんですもん

このままじゃただﾁｬﾝの良い奥さんになれないじゃない。

（↑そこかよ

でもね、ｸﾞｯｽﾞとか出てるとついつい全買いしてしまうのよ。

そんな自分痛す

でもただﾁｬﾝのために堅実な嫁を目指すわ

（↑言うよね〜。

P.S.
忠義ｿﾛﾗｲﾌﾞの１７日に撮影のｶﾒﾗが入ったそうなんです。

それで忠義もそのことをお客さんに告げ、ﾃｲﾁｸさんや事務所に言ってね〜。

みたいなことを言ったらしいのでｿﾛｺﾝのDVD化の道が絶たれたわけではないのです。

でもそれにはたくさんの人の力が必要です。

ぜひみなさん協力してください。

ﾃｲﾁｸさんやｼﾞｬﾆWebにDVD化要望ﾒｰﾙを出しませんか???
こちら→ﾃｲﾁｸさん

下のお問い合わせのとこからお願いします。

そしてﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はぜひこのことを記事にｱｯﾌﾟして

くださると嬉しいです。

たくさんのeighterにこのことを伝えてください。

よろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

http://www.teichiku.co.jp/


pika2.gif

私信＞＞ともみさん

無責任ﾋｰﾛｰにはPVは入ってないです。

限定AにﾌｶﾌｶとBJのﾗｲﾌﾞ映像がついてて

限定Bに春、夏ｺﾝでやった「desire」、「torn」、「ﾎｼｲﾓﾉﾊ。」のﾗｲﾌﾞ映像が

ついてます。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

すみません。(ノД`)
いつもたくさんのｺﾒﾝﾄいただいてるのに

ﾎﾝﾄにすみませんです。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙくださいまし。

個人的なﾒｰﾙもお待ちしてます♡

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからﾊﾟﾁﾎﾟﾁお願いします♡

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます。
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2008.11.03 Mon 連休かぁ。

大倉担まひるですけどもー。

今朝、６時ぐらいに寝たから昼間もっそい眠くて

ちょっとぼんやりしてました。

まぁ、あたしのぼんやりなんていつもなんですけどね。(笑
あたし、ﾌﾞﾛｸﾞではすっごいﾃｷﾊﾟｷした子みたく

見えると思うんですけど

実際はすっごいﾉｯｿﾘした人なんです。(笑
ぼんやり具合は大倉忠義級だと思います。

（↑いや、忠義に失礼なぐらいぼんやりしてるかも。

意外???(笑

なんか巷では３連休だったんですねぇ。

なんか平日休みのあたしは連休とかないんで

ｶﾞｯﾂﾘ羨ましいです。(;∀;)
でもこの生活もだいぶ慣れました。

なんか学生の時もﾊﾞｲﾄしてたんで

休日とかほぼなかったですし。

うーん。今考えると学生の時の方が忙しかったかもしれないですね。

学校も行ってﾊﾞｲﾄも行ってだったから

ﾊｰﾄﾞだったし。

今は仕事だけだから割と集中して働いてるし。

そうは言ってもやることたくさんあって

しかも欝で体調が思ったようにならなくて

大変だったりはするんだけどね。

だから休みの日なんてほぼ爆睡だしね。

まぁ、あたし基本的に１人の時間がないとﾀﾞﾒなんですよ。

それでｽﾄﾚｽ解消してる部分あるから。

だから に向かってる時間とかすごく大切。

あと布団の中でぬくぬくしながらﾜﾝｾｸﾞ見てる時とか。(笑



あたし、忠義の書く字もすごく好きなんですね。

ﾊﾞﾗﾝｽ良くて男の人のわりに綺麗な字を書くじゃないですか???
だから今、ｶﾚﾝﾀﾞｰで忠義の字を毎日見てるわけですが

「僕は幸せ」の部分と「たっちょんより」の部分がすごく好きです。

毎日萌え♡萌え♡してます。

あたしは自分の字は嫌いなんですけど。(笑
でも冒頭の「こんばんわんつー」とか自分の字なんですけどね。(笑

とりあえずまた後で。

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2008.11.07 Fri 元気です&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

昨日、休日出勤でお疲れどす

しかも帰ってきてからあまりの部屋の汚さに凹み

大掃除しますた。

まだﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙをつぶしたりしないとﾀﾞﾒなんだけどね。

それはまた休みの日にやることにして

とりあえずちょっとおひさってことで

ﾌﾞﾛｸﾞ更新

最近ね、ﾌﾞﾛｸﾞ更新する気になれなくて

帰ってきてもﾒﾙﾁｪだけして寝てたの。

なんかひたすらﾆｭｰｽ見てた気がする。(笑

で、SUPER JUNIOR-T×ﾓｴﾔﾝのｺﾗﾎﾞの「ﾛｸｺﾞ!」を買いまして

まだ開けてないんですけど。(笑
（↑もう買って３日も経つんですけどね。(笑
それを言ったらNEWSのDVDだって開けてないんですよ

買ったのいつよ???って話なんですけども。

SHOCKもまだ見てないですしね。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
もうだってとにかく時間がなくて。

夜眠れない時に見ればいいって思うかもだけど

それだとますます眠れなくなるでしょ???
やっぱ１分でも早く寝たいわけで。

でもここ２〜３日は爆睡してるなぁ。

よっぽど疲れてるっぽい。

あ。そういえば先々週ぐらいの「みなさんのおかげでした」に

矢島美容室が出てたんだけどavexを訪問してて



そこに東方神起が出ててめっちゃﾃﾝｼｮﾝ上がった

やっぱｶｯｺｲｲわ♡

あたし最近ﾒﾝﾊﾞｰの誰が好きってのがなくて

５人共大好きなんだよねぇ。

前は断然ｼﾞｪｼﾞｭﾝだったのに。(笑
もしくはﾕﾉ。

もうね、選べないとこまできてしまったのよ。(笑
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

なんか無性に野菜ｼﾞｭｰｽ飲みたい時ってないですか???
あたし昨日からやたらと野菜ｼﾞｭｰｽが飲みたくて

昨日と今日で４本飲みました。(笑
野菜不足なんですかねぇ。

なんか久々にﾌﾞﾛｸﾞ書くものの何も書くことが浮かばないってゆーね

なんかあたしの 登録してない番号は繋がらなくしてあるんだけど

さっきから９回ぐらい同じ知らない番号から着信があるのよ。

えぇぇぇぇぇぇぇぇえ。誰???
しかも下４桁８０８８なの。(笑
eighterですか???

そろそろご飯の時間なのでさよーなりー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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2008.11.09 Sun 大倉忠義に捧ぐ。

大倉担まひるですけどもー。

１月にヒナﾁｬﾝの一人舞台

「If or···」が決定しましたね。

ヒナﾁｬﾝ、おめでとう!!!!
なんかﾎﾝﾄｴｲﾄﾒﾝ大忙しですよねぇ。

とりあえずあたしは３月ぐらいまで

何か特別なことがない限り

何も行く予定はないですね。

とにかく毎月お金がなくてﾋｰﾋｰ言ってる生活なので

３月ぐらいまでには回復したいなぁと思ってます。

そうそう、あたし「ﾌﾞﾗｯﾃﾞｨ·ﾏﾝﾃﾞｲ」毎週録画してるんですが

実は１回も見たことがないのです。(ノД`)
なんか全然余裕とかなくて

Can!ｼﾞｬﾆだって１回しか見たことないし。

ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)
なんか録画しっぱなしで全然見れてないんですよねぇ。

休みの日には大掃除の続きをしたいなぁって

思ってるし、

なかなか時間って作れないんですよねぇ。

しかもCan!ｼﾞｬﾆ、録画１回失敗してるし。

工エエェェ(´д｀)ェェエエ工

駄々へこみです。(ノД`)

最近ｽｸﾗｯﾌﾟ·ﾃｨｰﾁｬｰにﾊﾏってるんですが

今日は見れなかったんですよね

帰ってきたのが２３時でそれからお風呂入って

部屋に戻ってきたのが２４時で。

それからﾌﾞﾛｸﾞ書こうか迷って辞めて寝ようと思ったんですが

結局書いてます



なんか最近あんまりﾌﾞﾛｸﾞ書く気がしなくて

書いても面白いものが書けなくて

結構凹んでるんですけど

全然忠義のこととか書けてないですし。

でも忠義を好きな気持ちに変わりはありません。

自分でもなんでこんなに好きで居られるんだろうって

すごく疑問に思います。

やっぱり忠義の人をひきつける魅力ですかねぇ。

あたしも数年大倉担やってますけど

今まで嫌いになったことがないんですね。

むしろ好きすぎてつらかったりとかはあるんですけど

忠義自身を嫌いだと思ったことはないんですよね。

嫌いになれたらどんなにﾗｸなんだろうって

思うこともあります。

それでもやっぱり大倉忠義が好きで好きで

あたしの希望なんですよね。

仕事でつらいことがあったり、

家でつらいことがあっても

忠義がいるから頑張れる。

そして少しでも忠義の力になれたらいいなぁって思います。

あたしに出来ることなんてﾎﾝﾄに最小限のことなんですけど

それでも少しでも忠義の力になれるなら

努力は惜しみません。

忠義に少しでも気分良く働いて欲しいから。

少しでもﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄが充実してて欲しいから。

結局あたしなんてちっぽけな存在なんですけどね。

下の方のｴﾝﾄﾘｰに書いた忠義ｿﾛｺﾝのDVD化要望のﾒｰﾙ

協力お願いします。

流星の絆、相変わらず面白いですね。

あたし東野さんの原作読んでないんで

どうゆう風に違ってるのか



興味津々です。

なんかうっすらと先が見えてきましたね。

亮ﾁｬﾝの宝石商役すごいなぁって思いました。

ﾎﾝﾄにﾎﾞﾝﾎﾞﾝに見える。(笑
しぃのお嬢様役もなかなかﾊﾏってるし。

毎週見逃せません。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日1ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

お休みしててすみません。(ノД`)
BUTｺﾒﾝﾄは励みになるので２４時間お待ちしてます♡

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

個人的なﾒｰﾙもお待ちしてます。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからﾊﾟﾁﾎﾟﾁと。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます♡
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2008.11.10 Mon 常に好きじゃなくてもいいじゃない。

大倉担まひるですけどもー。

最近元気がないとお友達から心配のﾒｰﾙを

もらいまして。

そうなんですよねぇ。

元気がないとゆーかﾃﾝｼｮﾝが上がらないんですね。（笑

ただ疲れてるだけだと思うので

大丈夫です。

なんかあたしらしくないですよね。(笑
いっぱい寝て元気取り戻さないとなぁ。

なんか改めて忠義とか亮ﾁｬﾝとかすごいなぁって

思います。

仕事がｷﾞﾁｷﾞﾁにつまっててもいつも

疲れた顔ひとつせず頑張ってるじゃないですか???
あたしもそんな風に頑張れたらいいなって思います。

あたし、好きな人って尊敬できる人じゃないと

ﾀﾞﾒなんですよ。

だからもちろん忠義のこと尊敬してます♡

なんかこの間のﾚﾝｼﾞｬｰで忠義がﾛｹをヒナﾁｬﾝ任せにしてしまって

ｺﾞﾒﾝなさいって書いてあったじゃないですか???
そのことに気づいてるんだったら

あたしは全然ありだと思いますよ。

なんか反省の色なしだったら

たぶん忠義にｶﾞｯｶﾘしてたと思います。

でもそうやって反省出来る人だから好きで

居られるんだと思います。

つーかお金ないのについｺﾝﾋﾞﾆで

「Fine」を買いました。(ノД`)
だって亀ﾁｬﾝがいっぱい載ってたんですもん♡



（↑相変わらずKAT-TUN離れの出来ないあてくし

もうね、毎年ｶﾚﾝﾀﾞｰ買うんですよ。

１度ぐらいしか開かないくせに。

だったらNEWSのｶﾚﾝﾀﾞｰを買えよ って思うでしょ???
ﾎﾝﾄにｱﾌｫですわ。

毎年この時期になると思うのが

忠義のﾆｯﾄ帽ｽﾞﾘｽﾞﾘ被りです。(笑
何で見たのかは忘れたんですが

ﾆｯﾄ帽ｽﾞﾘｽﾞﾘってやってｵﾃﾞｺ全開になってる姿です。

忠義ってよく帽子被るじゃないですか???
あたしはﾆｯﾄ帽を被った忠義が１番好きです

あたし、毎年ｶﾜｲｲﾆｯﾄ帽探してるんですけど

なかなか見つからないんですよね

なんかﾗｲﾌﾞに被って行けるﾔﾂが欲しいんですけど

ﾎﾟﾝﾎﾟﾝとか着いてると後ろの人に迷惑かかるじゃないですか???
それでｼﾝﾌﾟﾙでｶﾜｲｲやつ探してるんですけど

なかなかなくて。(ノД`)

もう昨日、波乗りﾚｽﾄﾗﾝに福山さんが出るって雑誌で見たので

楽しみにずっと見てたんですよ。

そしたら全然出てこなくて諦めかけた瞬間!!!!!
１組のｶｯﾌﾟﾙが!!!!
福山さんと深津さんです

何気に福山さんのﾂﾝﾃﾞﾚにやられました。(ノД`)
うっきゃんきゃん(*/∇＼*)

P.S.
忠義ｿﾛｺﾝの１７日にDVD撮影が入ったようです。

そのことを忠義もお客さんに告げ、ﾃｲﾁｸさんや事務所にお願いしてね〜。

って言ってたそうなのでDVD化も夢ではないと思います。

でもそのためにはみなさんの力が必要です。



ぜひﾃｲﾁｸさんやｼﾞｬﾆWebにお願いﾒｰﾙを出しませんか???
こちら→ﾃｲﾁｸさん

このことをたくさんのeighterに広めてください。

ﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はぜひﾌﾞﾛｸﾞにこのことをｱｯﾌﾟしてください。

みんなで協力して現実にしましょう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

すみません。(ノД`)
BUT励みになるのでｺﾒﾝﾄは２４時間お待ちしてます。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

個人的なﾒｰﾙもお待ちしてます。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽをﾊﾟﾁﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾝﾄもよろしくちゃ〜ん♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://www.teichiku.co.jp/
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2008.11.11 Tue 元気出していきまっしょい。

大倉担まひるですけどもー。

今日はﾎﾝﾄよく寝て頭ﾎﾟｶｰﾝとしてます。(笑
なんか普通に寝て普通に起きてってゆーのが出来たら

１番なんだけどねぇ。

なんか全然眠れないかﾊﾞｶみたいによく寝るかだよね。(笑
普通はないのか???普通は。

とりあえず兄ちゃんに用事があって してるんだけど

留守電で

あたしのかける時間帯が悪いのか兄ちゃんに すると８割が留守電

ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)
２割ぐらいはどーでもいい会話の時に した時。

それは繋がるんだよなぁ。(笑
謎だよ 謎

あ。そういや。今日夏ｺﾝのｸﾞｯｽﾞの不在通知来てた。

休みの日にでも再配達してもらおう。

なんかどうせWebでﾌｧｲﾙとか頼まなくちゃならないし、

うちわも７人分買う予定だったから

長野に行った時、ﾊﾟﾝﾌしか買わなかったんだよね。

も降ってたから濡れるのもｲﾔだったし。

なんか今回意外と早く届いて嬉しい。

だって１２月とかになると思ってたもん。(笑
それは深読みしすぎですか???(笑

そうそう、最近ﾊﾏってるﾁｰｽﾞがあるの。



(↑これね。

前に家の冷蔵庫に入っててそれから好きになったんだけど

ずっと食べてなくて最近近くのｺﾝﾋﾞﾆで発見

でもこれ高いんだよねぇ。

３個しか入ってなくて１８９円ぐらいするの。

だから自分へのご褒美的存在。(笑
あたし、基本的にﾁｰｽﾞってそんなに好きじゃなくて

食べれるﾁｰｽﾞと食べれないﾁｰｽﾞがあるのね。

だから結構見たことないﾁｰｽﾞとか食べるのって

ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰで。(笑
子供の頃はｸﾞﾗﾀﾝもﾋﾟｻﾞも食べれなかったんだもん。

臭くて。

大人になってちょっと味覚が変わって食べれるように

なりました。

その代わり大人になって食べれなくなったものもあって。

鯖なんですけど。

なんで鯖限定なんですか???って感じだけど。

たぶん探せば他にも食べれなくなったものとかあると思う。

なんか今日もﾈﾀがないなぁ。

眠いから寝ようかなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡



pika2.gif
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2008.11.14 Fri お休み宣言。

大倉担まひるですけどもー。

最近ﾌﾞﾛｸﾞが自分の満足いくものが書けずに

このまま続けてていいのかとか

休んだ方がいいのかとか

辞めた方がいいのかとかすごく迷ってます。

忠義への気持ちも少しﾃﾝｿﾝ下がり気味です。

でも嫌いになったとか嫌いになってしまうとか

そうゆう気持ちは全くありません。

忠義のことはこれからもずっと応援していきたいって

思ってるし。

ただ2005年6月からﾌﾞﾛｸﾞを書き続けてきて

少しお休みが必要なのかなぁと。

今ちょうど女の子の日になって

体調もﾎﾝﾄに悪くて今ﾊﾟｿやってるのもしんどいぐらいで。

でも今のあたしの気持ちをみんなに伝えなくちゃと思って

ﾌﾞﾛｸﾞ書いてます。

こんなﾜｶﾞﾏﾏなあたしですがお休みさせていただこうと思います。

ﾌﾞﾛｸﾞの大好きなあたしなので

密かにやってるﾌﾞﾛｸﾞは更新してると思います。

今までﾌﾞﾛｸﾞやってきて時々こんなこともありました。

でも今までよりも前から悩んでたことです。

やっぱりあたしはみんなの前ではちょっと愉快な福原まひるで

居たいのです。

女の子の日が治まったら帰ってくるかもしれません。



もっと早くにみなさんに伝えるべきでした。

最近のあたしのﾌﾞﾛｸﾞに面白みを感じない方も

またあたし戻ってきますので

みなさんも戻ってきてください。

待ってます。

あえてここはﾌﾞﾛｸﾞを休止設定にしません。

それはあたしが明日にでも戻ってきてもいいように。

2008.11.14　福原まひる。

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2008.11.22 Sat 復活します。

大倉担まひるですけどもー。

１週間ぶりですね。

思ってたよりも早く復帰出来て嬉しいです♡

こっそりｻｲﾄは少し更新してたんですけど

やっぱり本命ﾌﾞﾛｸﾞを更新するのが１番楽しいです。

待っててくださった方々ﾎﾝﾄにありがとうございました。

あたしなんかのﾌﾞﾛｸﾞでよかったら

これからも遊びにきてくださいね。

さてさてあたしが休んでる間に

いろいろなことがあり。

まず!!!!

「内博貴　年末年始Rockな仲間たち大集合！」

横浜ｱﾘｰﾅ

12月20日18時開演

12月21日17時開演

大阪城ﾎｰﾙ

1月3日16時開演

1月4日12時開演

　　　16時開演

博貴おめでとうー♡

なんか博貴のｿﾛｺﾝが決定したのはすごく嬉しいんだけど

そのｿﾛ次第でｿﾛでやってくかｸﾞﾙｰﾌﾟでやってくか決めるってゆーのが

引っかかってるんですよねぇ。

なんか新ｸﾞﾙｰﾌﾟって噂もあるし。



あたしはｴｲﾄ以外のｸﾞﾙｰﾌﾟは認めたくない。

また８→１で頑張っていって欲しいと思う。

で、女性自身だったかなぁ。

すばるBANDと辻仁成さんの対談!!!!
もう辻さんに忠義のﾄﾞﾗﾑが褒められてたことに(　；∀；) ｶﾝﾄﾞｰｼﾀ。
やっぱりﾐｭｰｼﾞｼｬﾝの人に褒められるって嬉しいことだよね。

忠義もﾎﾝﾄに嬉しかったと思う。

なんか辻さんがすごく身近な風に感じられてすごく

いい対談だったと思う。

なんか改めてすばるの感受性の強さとか感じたし。

すばるBANDの中に妥協ってないんだなぁとも思えた。

なんで今まですばるBANDでﾗｲﾌﾞがなかったのが不思議なぐらい。

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ見た♡

ｼｹﾞたの「ｴﾘｰﾄ」宣言はあれｼｹﾞただから許されるんだよね。

でもNEWSに入っての苦悩を知ってｼｹﾞたも頑張ってきたんだなぁって

思った。

でもね、ｼｹﾞたの１つ言うとしたら加藤王国で自分が１番上に立ってたら

やっぱりお山の大将なんだよね。

先輩が居て先輩のやってきたこと吸収してそれで

その中で自分がどうしたら生きてくるか???
それを考えるべきだと思う。

だから今はいろんなことがあってｼｹﾞたは自分がどうすれば

生きてくるかをしっかり学んだと思う。

で、「desire」。ｷｰﾎﾞｰﾄﾞが入ってくるだけで

すごく曲がまろやかになってた気がした。

こんなにも違うものなんだなぁって思った。

無責任ﾋｰﾛｰのヒナﾁｬﾝが忠義の耳元で囁いてる瞬間ｿﾞｸっとした。

ヒナﾁｬﾝがめっちゃ羨ましい。

忠義のｽﾃｰｼﾞﾚﾎﾟ良かったなぁ。

なんか忠義がいかにお客さんを楽しめさせることを中心に

考えたｿﾛｺﾝ。

そのｿﾛｺﾝ大阪公演が明日（もう今日だけど）から

始まります。



怪我なく病気なく最後まで頑張って欲しいと思います。

なんかまたしばらくﾓﾀﾞﾓﾀﾞした日を送るんでしょうね。(笑

眠いので寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

お休みの間、ｺﾒﾝﾄやﾒｰﾙありがとうございました。

すごく励みになりました。

またこうしてﾌﾞﾛｸﾞを続けていく気力がわいてきました。

ﾎﾝﾄにありがとうございました。
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2008.11.22 Sat やっかし大倉忠義。

大倉担まひるですけどもー。

まぁ、１週間しかお休みしなかったわけですが

その間に満足いくﾌﾞﾛｸﾞが書けなかった理由のひとつも

解決しましてそれが１番の原因だったので

ﾌﾞﾛｸﾞを復活させました。

心配してｺﾒﾝﾄやﾒｰﾙくださったみなさんありがとうございました。

あたしは戻ってきました。

まぁ、ちょっと愉快な福原まひるかはわかりませんが。(笑
でも少しづつ面白いものが書けたらいいなぁって

思ってます。

最近ですねぇ、今更ながら冬ｿﾅを見てるんですよ

あたしもっとｻﾝﾋｮｸはいい人かと思ってたんですよ

なのにすぐ怒るし、ずるい人だと思うんですね。

すっごい甘ったれです。ヽ(*｀Д´)ノ
ﾕｼﾞﾝが好きだったらﾕｼﾞﾝの幸せを願って欲しいと思います。

今ちょうど１０話ぐらいなんで残りが楽しみですね。

なんかここ１週間の間、何度か忠義について考えました。

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ見て涙がこぼれました。

やっぱりあたしはこの人が好きなんだなぁって再確認しました。

関西弁で喋る忠義がすごく愛しいです

なんかﾄﾞﾗﾏだと標準語じゃないですか???
だからﾋﾟﾝとこないんですけどやっぱり関西弁で喋る忠義を

見るとほっとします。

やっぱり忠義があたしの心の支えです♡

そうそう、昨日「流星の絆」を見たんですよ。

なんかﾀｲｽｹがしぃに手を出しそうって妙にﾘｱﾘﾃｨがあって



笑えねぇー って思って

見てました。

だってﾀｲｽｹ軽いんですもん。(笑
なんか原作がますます読みたくなりました。

今日、仕事行く前に本屋に寄るのでちょっと見てこようかなぁって

思ってます。

なんかﾎﾝﾄにﾀｲｽｹとｿｰｽｹが同じ人とは全く思えません。

それだけ役者錦戸亮がすごいってことだと思うんですけどね。

なんかその時その時の顔があって演じきってる亮ﾁｬﾝはﾎﾝﾄに

すごいなぁって思います。

あ。で、斉藤和義さんがｹﾞｽﾄのＨＥＹ３見たんですよ。

もうすでに亮ﾁｬﾝと交流あるんですねぇ。

なんか夏ｺﾝの長野の時、去り際に「斉藤和義さんに会いてぇー。」って

言ってたからＨＥＹ３が初めてかなぁとか思ってたんですけど。

実はあたし、斉藤和義さんの 持ってるんですよ。

亮ﾁｬﾝが好きっていうずっとずっと前から好きなんですよ。

意外と亮ﾁｬﾝと音楽の趣味が似てるんですよねぇ。

なんか昨日ﾒﾙﾁｪしたらｼｭｼﾞｭの今度のｼﾝｸﾞﾙのもｲﾍﾞﾝﾄがあるみたいで。

まだ詳細とか見てないんですけど

でもどうせ行けないしなぁ。

だって急すぎるんだもん。(;∀;)
まぁ、よくよく考えたら「好きやねん、大阪」が発売に

なった時の握手会ほど急なものはなかったな。

だって前日発表ですよ

もうあの時はﾎﾝﾄにﾃﾝﾊﾟった。

空とはなかなか連絡取れないし、

休み代わってもらう子ともなかなか連絡取れないし。

で、結局前のりできずに当日始発で行ったんだけど

ﾎﾝﾄｷﾞﾘｷﾞﾘ。

あたし達が着いた５分後ぐらいに締め切られて。

まぁ、無事寝起きでﾃﾝｿﾝの低い大倉忠義さんとﾊｲﾀｯﾁ出来たんですけど。(笑
ﾊｲﾀｯﾁって···｡

しかもﾎﾝﾄに忠義のﾃﾝｿﾝは低かったなぁ。



３時半起きでこの仕打ちはないよなぁって思ったもん。

あれはﾎﾝﾄ凹んだ。

昨日、職場で「福原さんって喋り方変わってますよね???」って言われた。(笑
そう???
なんかすごくのんびり喋ってるらしい。

まぁ、確かにGO ING MY WAYなんですけどねぇ。(笑
ﾑﾌﾌ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

すみません。(ノД`)
BUT励みになるのでｺﾒﾝﾄは２４時間お待ちしてます。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙいただけると幸いです。

個人的なﾒｰﾙもお待ちしてます。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからﾊﾟﾁﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます♡
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2008.11.22 Sat 無責任ﾋｰﾛｰ解禁。

大倉担まひるですけどもー。

疲れたぁー

しかも今日も朝６時起きだったんですけど

昨日は４時半起きで。(ノД`)
もう今日なんてお昼にもっそい眠くて

休憩中寝ちゃうかと思った

そうそう、それで今日、ヒナﾁｬﾝの舞台の当落だったじゃないですか???
あたし友達に頼まれた分があったんで休憩中に

Web見たんですよ。

見事にﾊｽﾞﾚてました

やっかし???やっかしだよね???
あたし、だって未定も８１８も当ててるもん。

これで当たったら奇跡だよね???
なんかでもちょっと期待しちゃった。（ﾃﾍ

力不足なあたしでｺﾞﾒﾝねぇー

ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)

で、お休みしてた間の写真載せます♡

（↑大量の夏ｺﾝのｸﾞｯｽﾞ共



（↑大量のうちわ共

（↑無責任ﾋｰﾛｰとSHOCKのﾃﾞｰﾌﾞｲﾃﾞｰ

未だにSHOCK見てません

来週のお休みは暇だから見ようかなぁって思ってます。

くぅをーいちーーーーーーーっっっっ!!!!!を。(笑

大倉忠義愛復活したとこだし、

やっぱ見とく???(笑
だって無責任ﾋｰﾛｰとかもまだ封開けてないんだよ。(ノД`)
どんだけどんよりしてたんだ???
ﾏｼﾞね、ﾌﾞﾛｸﾞをﾁﾋﾞﾘﾁﾋﾞﾘとお休みしてた時期ぐらいから

ずっと堕ちてたの。ﾎﾝﾄは。

そんなわけでやっと今日封を開けたいと思います♡（ﾃﾍ

あ。今日帰ってきてから少しだけｽｸﾗｯﾌﾟ·ﾃｨｰﾁｬｰを見ますた



なんか最後ｱｸｼｮﾝｼｰﾝとかあったじゃないですか???

ありえねぇー!!!!

と思いつつ山田くんにｷｭﾝ♡

いやいや、いいねぇ。

若者って素晴らすぃー♡

なんかあのどSな感じに弱いあてくしでした。(*´Д`*)♥ 
山田くんにしかられてぇー。(笑
（↑THE変態

（↑まひるたそお手製の忠義だらけのﾊﾟｿ壁紙。

じゃ、忠義とゆう夢の国に行ってきまふ♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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JUGEMテーマ：ジャニーズ



2008.11.22 Sat 無題。

ﾀﾊﾞｲ。

tornがﾊﾟﾈｪ。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
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2008.11.24 Mon 天然な大倉忠義がｽﾁ&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

昨日はさすがに疲れもﾋﾟｰｸで

帰ってきてすぐ寝た。

仕事行く前とかｺﾝﾋﾞﾆ寄ってｱﾘﾅﾐﾝとか飲んでたし。(笑
（ｦﾊﾞﾊﾞか???
お風呂とか沈むかとｵﾓﾀよ。

今日も起きたのｷﾞﾘｷﾞﾘだったし。

毎週こんなんだから全然遊びに出かけたり出来ないんだよね

なんか休みの日とか少しでも寝てたいって思うもん。

専門の時の友達んちに遊びに行こうかと思ってるんだけど

全然 出来ないし。(ノД`)
ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)

そうそう、ｼｭｼﾞｭの新曲のｲﾍﾞﾝﾄの詳細見ますた。

今回は全員来日するわけじゃないんだけど

あたしの好きなﾋﾁｮﾙもｲﾄｩｸもｳﾆｮｸも来日するんだよー!!!!
なんかｸﾘｽﾏｽｶｰﾄﾞにｽﾀﾝﾌﾟ押してくれるみたいで。

行きたいじゃんよー

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! 

まぁ、そんなに急に休みなんて取れませんけども

今、ﾎﾝﾄ人がいなくて休みもあったりなかったりﾗｼﾞﾊﾞﾝﾀﾞﾘ。

で、家の会社の のｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰのﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟを

し始めたんだけどなんせISDNなもので３時間かかると表示されまして

明日にすれば良かった。(ノД`)



つーか弟のBﾌﾚｯﾂにする発言はどこへ消えたの???
あたしが自分の 修理に出して

会社の 使わなくなったら環境が

ｶﾞﾀｶﾞﾀ。

全然ｳｲﾙｽﾁｪｯｸもされてないし、

結構いい なのに

あたしのﾎﾞﾛ の方が使い勝手がいいもん。

そういや、まだNEWSのｱﾙﾊﾞﾑ買ってないんだよね。(ノД`)
一応予約はしてあって取りに行ってないだけなんだけど

着うたで亮ﾁｬﾝのｿﾛだけ聴いた

毎回思うけど亮ﾁｬﾝのｿﾛ曲ってすごくいいよね???
今回も亮ﾁｬﾝが作ったのかな???
なんか亮ﾁｬﾝってﾎﾝﾄ才能に溢れた人だよね。

そんな亮ﾁｬﾝがすごく好きです

あぁ。早くｴｲﾄのｱﾙﾊﾞﾑも出ないかなぁ。

次の忠義ｿﾛがすっごい楽しみ♡

あたしはまもりたいも最後の涙も好きだけど

やっかしButterfly I Lovedが１番好き

これ聴くと無条件に初めて聴いた時のこと思い出して

涙がでてくる。

やっぱり忠義って言ったらこの曲だよね。

うっきゃんきゃん。(ﾉ∀｀)

あたし、忠義じゃないけど夜更かしとかすると

すぐ鼻の横にﾆｷﾋﾞが出来るのね。

で、今ｽﾄﾚｽでﾆｷﾋﾞ２つぐらい出来てて。(ノД`)
結構残念な感じなあたしです

もう忠義のﾆｷﾋﾞってゆーとSHOCKの表彰式の時のﾃﾞｶﾆｷﾋﾞを

思い出します。（笑

屋良ちんに言われてﾒｲｸで隠したけど

言われなかったらそのまんま出るつもりだった天然大倉忠義。(笑
あたしはそんな大倉忠義が大好きです♡



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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2008.11.26 Wed 丸ﾁｬﾝおめでとう。

HAPPY BIRTHDAY
RYUHEI MARUYAMA
25th!!!!

丸ﾁｬﾝ、２５歳おめでとう。

丸ﾁｬﾝはｴｲﾄのﾑｰﾄﾞﾒｰｶｰで

いつも楽しませてくれる。

そんな丸ﾁｬﾝが大好きだし、ｴｲﾄに居てくれて良かったなぁって

思います。

いつもおちゃらけてばかりだけど

結構物事人一倍真剣に考えていたりすごいなぁって思う

部分たくさんあります。

時には暴走してる丸ﾁｬﾝだけど

丸ﾁｬﾝだから許されてる部分たくさんあると思う。

ｻｰﾋﾞｽ精神が旺盛でいつも細かいところまで

ﾌｧﾝｻくれるよね。

そうゆう丸ﾁｬﾝも大好きです♡

あたし丸ﾁｬﾝのお芝居も大好きです。

だからまたｷｬｻﾘﾝｼﾘｰｽﾞに出てくれたら

いいなぁって密かに思ってます。

時代劇とかもたくさん出てきたよね。

そんな丸ﾁｬﾝの活躍がまた見たいと思います。

２５歳という年が丸ﾁｬﾝにとって幸せなもので

ありますように。

2∞8.11.26　　福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



良かったらｸﾘｯｸお願いします。
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2008.11.27 Thu 豚豚。

大倉担まひるですけどもー。

今度から木曜日出勤で金曜日お休みになったので

今日は仕事に行ってきました。

昨日は疲れちゃってすぐ寝ちゃった。

そうそう、まだ見てないんだけど

ﾗｽﾌﾚのDVD-BOXを開けました。

（↑右側のはﾁｮｰｶｰとﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ。

結構かわゆす♡

つーかまだSHOCKも見てないもんなぁ。(ノД`)

（↑今日のおやつぅ〜♡

めっちゃうます♡



（↑昨日発売のｼｭｼﾞｭのｼﾝｸﾞﾙ３種と映画のｻﾝﾄﾗ。

明日その映画のDVDが発売になるのれす♡

楽しみなのれーす。(ﾉ∀｀)
明日届いたら見よう〜

あ。ちなみにｼｭｼﾞｭのｼﾝｸﾞﾙはﾃﾞｲﾘｰﾁｬｰﾄで９位だったらしい。

ちなみに日本でのﾁｬｰﾄでし

ちょっとすごくね???
韓国語の歌が日本のﾃﾞｲﾘｰﾁｬｰﾄの９位だよ。

これで東方神起みたくﾃﾞﾋﾞｭｰしたらきっとすごい人気なんだろうなぁ。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ﾔﾊﾞｲ。

最近また翔ﾁｬﾏ大好きなの

そして嵐が好き

あたしが嵐担だった時よりずっと好き。

あの頃よりずっとずっと面白いし、ｶｯｺｲｲ。

なんかアラシちゃん見てて「命をかけそうにない人」で

翔ﾁｬﾏがｾﾚｸﾄされた時の「俺???」の顔がもっそい好き

あたしも絶対翔ﾁｬﾏだと思ったけど。（笑

基本的にﾍﾀﾚじゃん???
そんな翔ﾁｬﾏが好きすぎゆー♡

そういや、忠義ｿﾛｺﾝもあと４公演だっけ???
あっという間だなぁ。

なんか忠義さん見るたび見るたびﾋﾟｯｸﾞになってく



気がするのはあたしだけですか???
なんか長野公演の時の体型の迫力!!!!
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
しかもお友達のﾌﾞﾛｸﾞ読んだら東京公演より太ってたって

聞いたからどんだけ〜???
って思ったもん。

忠義さんだいじょうびですか???
とりあえず明日PINKYを買ってくるだす♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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2008.11.28 Fri あの日、君に出会えたこと。

大倉担まひるですけどもー。

今日は朝起きてお給料下ろしに行って

振込みとかやってまだ本屋がやってる時間じゃなかったから

結局 に帰ってｼｭｼﾞｭの映画のDVDが届くの待ってたら

本屋に行けず。(ﾁｰﾝ
PINKYがぁー。(ノД`)
だってさっき届いたんだもん。(ノД`)
なんかしかも家の会社の喪中ﾊｶﾞｷ印刷やってて

出かけられず。(ﾁｰﾝ
ﾀﾊﾞｲな。

あたしも自分の喪中のﾊｶﾞｷ作ろうかなぁ。

なんかめんどっちぃから辞めようと思ってたんだけど

会社のやつ作るんなら自分のも作れよ

って話ですよね???
でもﾊｶﾞｷ代もﾊﾞｶにならないなぁとｹﾁぶりを発揮。(笑

で、今日の朝ご飯。

（↑ｽｰﾌﾟﾊﾟｽﾀのほうれん草のやつと黒蜜きなこ餅。

よくよく考えたらきなこ餅は山梨のお土産の信玄餅に似てた。(ノД`)
あたし最近きなこ餅にﾊﾏってるよね???

で、さっき届いたDVDれす♡



あたしはどうやらﾌﾟﾚﾐｱﾑBOXを予約してたようで

DVDが３枚もついてた。

本編が８４分、ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝが４０分、PVが３分。

ﾒｲｷﾝｸﾞｽﾄｰﾘｰが１２９分、ﾌｫﾄｷﾞｬﾗﾘｰ。

ｺﾒﾝﾀﾘｰ８４分。

で、ﾎﾟｽﾀｰとﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞと写真もついてた。

写真は全員分じゃなくてﾒﾝﾊﾞｰ３人ﾁｮｲｽで

ｲﾄｩｸｵｯﾊﾟとｳﾆｮｸとｿﾝﾐﾝがついてた。

なんかｲﾄｫｸｵｯﾊﾟが異常にかっこいい件。

やっばぁーい。(○´艸`)♡
DVDさっき届いたから結局今日は見れないなぁ。

見ても２３時過ぎに本編だけね。

そうそう、夕方にﾁｮｺ食べたら親知らずにかぶせてある

銀歯が取れてご飯食べるとものが詰まって痛むんですけど。

しかも銀歯飲み込んじゃったみたいで。(ノД`)
作り直しじゃんよー

どんだけせっかちくんなの???
駄々凹みなんですけど

来週歯医者行こうー。(ノД`)

それで今、ﾀﾓｽﾃ見てるんですけど

田口じょんのすけさんがめっちゃｶｯｺｲｲんですけど!!!!!
最近短髪じゃないですか???
あれがすっごいｽﾁ♡

先週、ﾀﾓｽﾃ仕事で見れなかったから



今週初めてKAT-TUNの新曲聴いたし。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
なんかゆっちの短髪も新鮮だったし。

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! 

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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ﾌﾞﾛｸﾞの方に伺います。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙくださいまし。
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2008.11.29 Sat ２３歳おめでとう。出会えてよかった。

HAPPY BIRTHDAY
JUNNOSUKE TAGUCHI
23th!!!!

じゅんの、２３歳おめでとう。

あたしがじゅんのを好きになってから１０年ぐらいに

なるんだなぁって改めて思いました。

まだあたしもじゅんのも幼くて

子供だったなぁって思います。

でもじゅんのもすっかり大人の男の人に

なった気がします。

今はじゅんのが１番じゃないけど

でもあたしの心の中にはいつもじゅんのがいるよ。

あたしの中でじゅんのという人はすごく大きくて

今のあたしの土台となる人だったんじゃないかなぁ

って思います。

担当だった時期は短かったけど

でもずっと好きだった。

じゅんのに出会えてよかった。

じゅんのの活躍を期待してます。

２３歳おめでとう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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2008.11.30 Sun お疲れ様でした。

大倉担まひるですけどもー。

ご飯は食べたんだけど

異常に甘いものが食べたい。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
疲れてる証拠よね???
で、今日 でご飯買ったら

袋の中にVAMPSのちらしが入っててﾃﾝｿﾝ上がりました

あたし、もっそいHYDE好きなの

不倫してもいいぐらい。(笑
ﾎﾝﾄHYDEに会えるんならすっごい待つ女になれる。（笑

ちなみに何のちらしかというとVAMPSとｱｸｾｻﾘｰのｺﾗﾎﾞです♡

D1010233.jpg

（↑ちなみにこれだす

つーかHYDE、HYDEと言っているけどただよしっぺはいいのか???
って感じですよねぇ。

ｱｧ?( ´Д`)σ)Д`)ｧｩｧｩ

あぁ。もっそい悩む。



忠義とHYDEが同時に付き合ってくれって言ってきたら

どうしよう。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あたしどっち選ぶんだろ???
( ；´Д｀)いやぁぁぁぁぁー!
これﾏｼﾞわかんない。

まぁ、悩む必要も全然ないんですけどね。(笑
そんな日は地球が滅亡してもありえなすだからねぇ。

そしたらいっそのことﾊｰﾚﾑ作りますわ。

今、片っ端から好きな人あげてみたけど

あまりにもたくさんいすぎて本物のﾊｰﾚﾑになりそうだったから

辞めてみた。

だって一クラスぐらい出来そうだったもん。(笑
どんだけ〜???

昨日、しゃばけを見たのね。

途中からだったけど。

もうﾃｺﾞﾘﾝが可愛いのー♡

あぁ。もう絶対あたしがﾃｺﾞﾘﾝだったら

ﾌﾞｲﾌﾞｲ言わせてるとこだよ。

まぁ、あたしの場合ﾌﾞﾋﾌﾞﾋ言ってるんですけど

ﾏｼﾞもう無理!!!!
なんかどうやら前回も録画してたらしいんだけど

前回はﾋﾞﾃﾞｵだったからどこにやったのか

見つからず。（ﾁｰﾝ

ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)

そうだ。

あたしは肝心なことを忘れていたではないか。

忠義ｿﾛｺﾝ、大阪公演

お疲れ様でしたー!!!!



なんか今回全然ﾚﾎﾟとか漁ってなくて

とにかく無事で終ったことが何よりです。

東京公演から始まった今回のｿﾛｺﾝ。

きっと行ったみんなが楽しく過ごせた時間だったんじゃないかなぁ

って思います。

忠義とﾊﾞｯｸﾒﾝとｽﾀｯﾌさんと

みんなで作った忠義の初ｿﾛｺﾝ。

お疲れ様でした。

すごくすごく忠義らしく暖かいものが出来たんじゃないかなぁって

思います。

今回参戦出来なかった方もきっと次には参戦できたらいいなって。

なんかとにかくあたしも毎日が必死で

忠義もきっとそうだったんじゃないかって勝手に思ってます。

東京公演しか行けなかったけど

忠義と過ごした時間はﾎﾝﾄに幸せだったし、

最高でした。

忠義、ありがとう。

忠義ｿﾛｺﾝに携わったみなさんにありがとう。

またしばらくは京都生活で

仕事人頑張ってください。

そういや、金曜日に仕事人のCM見ますた

やっべぇ。かっけーよ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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2008.12.01 Mon 今年も後１ヶ月だぜー。

大倉担まひるですけどもー。

なんか恐ろしく忙しい日々が終わり、

明日は待望のお休みです♡

まぁ、 行くんでゆっくりも出来ないんですけどね。

全然DVDを見れる要素がない。(;∀;)
でも冬ｿﾅとかは録画して見てるんですけども。（笑

でもﾜﾝｾｸﾞに録画して寝る前に見てるのね。

いやぁ、韓国ﾄﾞﾗﾏって面白いね。

今日も別のﾄﾞﾗﾏを録画したんだけど。

後で見まーす

で、職場の後輩に「ﾌﾞﾗｯﾃﾞｨ·ﾏﾝﾃﾞｲ」を見るように薦められてるんだけど

いやね、面白いのはわかってるのよ。

だから録画してるし。

でも見る時間がないのよ。

ﾎﾝﾄﾘｱﾙで見ないとなかなかねぇ。(ノД`)
ﾏｼﾞね、１２月は忙しい。

仕事もだけど自分の中でせかせかしてる。(笑
年末年始とかあるから もいい感じで行かないと

薬なくなっちゃうし。

忙しいー。(ノД`)

だからあたし、年末年始出かけるの苦手なんですけど。(笑
今年は元旦から普通に仕事だし。

っていつもだっけ???

なんか最近あたし、全然忠義見てないよ。(ノД`)
ｶﾚﾝﾀﾞｰの忠義は見てるけどHanakoもお取り置き頼んでまだ

買いに行ってないし

なんかもっそい忠義のﾋﾞｽﾞがいいって聞いたんですけど

ﾏｼﾞですか???



でもﾎﾟﾆｮってるんでしょ???（笑

まぁ、まぁ、そこは大倉忠義さんですし

ﾎﾝﾄ、最近の忠義さんってものを全然見てないのよねぇ。(´- -`)
１０月１６日にｿﾛｺﾝ見に行ってそれからはや１ヶ月半。

会いたいよぉ。(ノД`)
ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)
あと１ヶ月もしたら毎週ただﾁｬﾝが見れるようになるんですけど。

何気、Can!ｼﾞｬﾆも見てないからね

明日編集がてら見ますか???
なんか今月に忠義のﾀﾞﾒﾀﾞﾒﾛｹが見れるんでしょ???
噂のｼﾃｨｰﾎﾞｰｲ発言のやつ。（笑

何???忠義さんのｼﾃｨｰﾎﾞｰｲ発言ってもっそい気になるんですけど。

亮ﾁｬﾝでさえｼﾝｺﾞﾘﾗさんと山の道なき道を登ったのよ???
なのにもっそい忠義さんはｼﾃｨｰﾎﾞｰｲ発言ですか???
まぁ、見てからのお楽しみってことで。

はぁ。ﾀﾞﾒ出し覚悟でお願いします。

博貴のｿﾛｺﾝ行かないので

まぁ、歌う博貴を見るのは１月の少ｸﾗなんですけども

やっべぇ。もっそい楽しみだ。

何歌うんだろ???
なんかたちょころりのｿﾛｺﾝに来てたのも

会いたかったし。(;∀;)
なんかいいよねぇ。

ｴｲﾄﾒﾝとの絡み。

やっぱり博貴の居場所だって思うし。

そういや、あたし、V WESTのﾀﾓｽﾃ録画してどこにやったんだろ???
もう引越しとかしたから全然昔のﾋﾞﾃﾞｵとかわかんないや。

あたし、あのﾀﾓｽﾃの時、青劇に居たんだよね。

それはすっごいよく覚えてる。

そんなわけで今日から１２月です♡

あと１ヶ月で今年も終わり。

また で 見ながらｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝざます。

今年はｷﾝｷが京ｾﾗだからどうなるんだろ???



そうそう、で今年は紅白に東方神起が出るので

もっそい楽しみ〜

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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2008.12.02 Tue ｱﾝﾆｭｲな大倉忠義もｽﾁ&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

あたしの好きな声優の宮野真守さんが

ご結婚されましたー

おめでとうございます。

しかもお子さんも生まれたそうで。

二重でおめでとうございます。

なんか全然実感わかないんですけどねぇ。

なんか声のｲﾒｰｼﾞだと十代だからですかねぇ。

顔を思い浮かべるとなんとなく

実感がわきます。(笑
何気宮野さんがあたしとﾀﾒだったことに驚き。(笑
あたしもそんな年齢なんだなぁと。（笑

宮野さんみたいな旦那さんが欲しい···｡(笑

いやでも本命は大倉忠義さんですけど♡

もう他の人が好きとか言わないから

忠義さん、結婚してくれ♡　(〃▽〃)ｷｬｰ♪
まぁ、今日すでに冒頭で宮野さんが好きって言ってるんですけど。(ノД`)
ﾊﾞｶﾁﾝの極み。

今日は休みの日に珍しく午前中から起きてるんですよねぇ。

で、 行ってもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞ更新して

ちょっとｺﾞﾛｺﾞﾛして現在に至るんですけども。

で、今日家の電話代払いに行ったんですね。

そしたらﾊﾞｰｺｰﾄﾞが通らないんですよ

最初 に行ったらｵｯｻﾝにあっさり無理ですって言われて

ｲﾗっとして に行ったんだけど

結局入らなくてこれ今日支払わないとﾈｯﾄが止まってしまうので

打開策を考えまして

そうだ。ｽﾏｰﾄﾋﾟｯﾄで払えないか???



と思いましてとりあえずNTTに電話。

な、なんとｽﾏｰﾄﾋﾟｯﾄで払えたんですねぇ。（笑

伊達に某ｺﾝﾋﾞﾆでﾊﾞｲﾄしてたわけじゃねぇなと。（笑

あたしって天才かもーって思いました。(笑

そういや、忠義ｿﾛｺﾝのｼﾞｪｰﾑｽｺｰﾅｰ（弾き語りのｺｰﾅｰ）は

１番人気が「赤い糸」だったそうで。

見たかったなぁ。

あとWaTの曲も歌ったりしたそうで。

つーか忠義が徹平ﾁｬﾝと仲良しなのを初めて知りました。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
章大が徹平ﾁｬﾝと仲良しなのは知ってたけど

忠義もなんだねぇ。

何繋がり???
それにしても忠義、ｺﾌﾞｸﾛ好きだよねぇ。

あたしは特に好きでも嫌いでもなく。(笑
は持ってるけど。(笑

じゃ、好きなんじゃん???って話ですよね???
そうかもしれません。

（↑あっさり認めるあてくし

曲によってって感じなのかもしれませんね。

でも忠義の歌うWaTも聴きたかったなぁ。

全然想像つかない。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

昨日、寝る前にﾜﾝｾｸﾞで冬ｿﾅ見て眠くなってもう１ｺの韓国ﾄﾞﾗﾏ

見ないで結局寝ちゃったんだよね

冬ｿﾅも面白いけどあたしの中ではやっぱりﾌﾙﾊｳｽかなぁ。

冬ｿﾅとか毎日見て１回見たらすぐ消しちゃうんだけど

未だにﾌﾙﾊｳｽは携帯に残してあって時々見るもん。(笑
もうたぶん最終回とか７〜８回見てるもん。

ﾀﾊﾞｲ。

ｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰの今月の忠義さんが異常にｶｯｺｲｲんですけど!!!!!♡



もう髪の長さもﾍﾞｽﾄだし、

ﾎﾟｰｽﾞとか表情とか最高

萌える要素満載です♡

これでご飯３杯はいけます

こんなｱﾝﾆｭｲな感じで忠義さんが教室に居たら

あたし即ぶっ倒れます。

悶絶しまくりです。

(*´д`)ｱﾊｧ♡
即妊娠しますけど何か???
やっぶぁい。

なんでこんなにｶｯｺｲｲの???
死んだう♡

今日はこれで世界の果てまでいってQｳｨｯｼｭ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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来年はたぶんやると思うので良かったら来年

よろしくお願いします。



2008.12.05 Fri 眠い···｡

大倉担まひるですけどもー。

ﾎﾑﾍﾟをやるかもっそい悩んで

結局保留にしました。(ノД`)
だってたぶん管理する時間がないんですもん。(ノД`)
今日も１６時ぐらいまで爆睡。

もうね、体がしんどすぎて起きれないのよ。

昨日、一昨日とかそれでﾌﾞﾛｸﾞ放置したし。

忙しくて全然仕事終らなくて残業だし。

なんか毎年この時期になると転職したくなるんだよねぇ。

泣きそう。

で、昨日、ゆっちの舞台のｸﾞｯｽﾞが届きました♡

ﾊﾟﾝﾌとｴｺﾊﾞｯｸﾞとﾄﾗﾝﾌﾟ。

（↑まだﾊﾟﾝﾌ見てないけど

ﾄﾗﾝﾌﾟは一応開けてみた。

ゆっちの手書きのｲﾗｽﾄが全部に書かれてた。

結構可愛くて描いたゆっちは大変だったと思うけど

５２枚お疲れ様でした。

なんかあたしｸﾞｯｽﾞとか使うのもったいない派だから

たぶん使うことはないと思うけど。(笑

つーか眠いよぅ。



まだ起きてから４時間ちょいしか経ってないけど。(笑
で、なぜかすでに新しいﾃﾝﾌﾟﾚを作って

変えたいんですがまだｸﾘｽﾏｽも終ってないじゃないですか???
だからｸﾘｽﾏｽ終ってからかなぁと思ったんだけど

考えたら１月ってヒナﾁｬﾝの誕生日があるのよね。

どぼじましょー。(ノД`)
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

あ。今から「ｷﾞﾗｷﾞﾗ」の最終回見まーす♡

たぶんその後に仕事人のCMもあると思うし。

先週すでにやってたし。

短いけどおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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2008.12.05 Fri 泰兄に惚れ惚れ。

大倉担まひるですけどもー。

もう今日は、流星の絆でﾄﾞｷﾄﾞｷ。

またニノﾁｬﾝの「いいわけねぇだろー!!!!」が見れたし。

やっべぇ。あたしﾎｸﾎｸだったと思うわ。(笑
もっそい亮ﾁｬﾝがｶｯｺｲｲし。

ニノﾁｬﾝもｶｯｺｲｲし。

あんな兄ちゃんほすぃー。

もう最後の戸神さんの「あなたは誰なんですか???」は

心臓に悪いです

しぃ、ﾋﾟｰﾝﾁ!!!!
でも戸田恵梨香ﾁｬﾝがもっそい可愛くてあたしは好きだ♡

あんな妹居たら泰兄でなくても惚れるね。

なんかあたしがｷｭｰﾝ♡ってしちゃったもん。

あぁ。来週どうなるんだろ???
やっぱ東野圭吾間違いねぇな。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あたし１人で

ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ｱｧﾊｱｱｧｧ━━*´Д
｀*━━ｱｧﾝ!!

ってなってたもん。

ちなみに泰兄にです

なんか昨日、職場の先輩（女子）にいきなり

「嵐では誰が好き???」って聞かれて

ちょっとﾃﾝﾊﾟりつつ

「櫻井翔です。」って答えましたけど何か???



そしたら先輩があたし最近誰がいいのかわからないんだよねー。って

言われて

え???先輩はｦﾀですか???

って思ったけどあたしｦﾀを隠してるから

あえて突っ込みもせず

そしたら「じゃ、NEWSでは誰が好き???」って聞かれて

「錦戸亮ですかねぇ。」ってすっごいそ知らぬ顔をして

答えると「そうだよね!!!!」って。

えぇぇぇぇぇぇぇぇえｰｰｰｰ!!!!

そこは突っ込むべきでしたか???
なんかあたしのｦﾀｸ魂が

「じゃ、KAT-TUNは誰???」とか

「関ｼﾞｬﾆ∞なら誰???」って

聞いて欲しかった!!!!!
そこは興味がないのか???
だってNEWSなら錦戸亮って答えてるのに

ｴｲﾄなら大倉忠義って答えるんだよ

しかも大倉忠義ってﾌﾙﾈｰﾑで言えちゃうんだよ。

ｦﾀｸ以外の何者でもないでしょ???あたし。

KAT-TUNって言われたらﾏﾆｱｯｸな田口淳之介って言っちゃうんだよ。あたし。

そんなわけで無難なとこで質問が終っておいて

良かったのかもしれないなぁと

やっぱり思うわけで。

(*´д`)ｱﾊｧ♡
（↑まひるﾀｿ、興奮しすぎです



お風呂入ってきまーす♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2008.12.06 Sat 忠義さんの赤い糸は···｡

大倉担まひるですけどもー。

そうそう、昨日の夜、やっと冬ｿﾅの最終回を

見終わりまして。

なんかなんとなく先の展開を知ってたので

あぁ。やっかし。って感じだったなぁ。

でも以前よりﾖﾝ様が好印象になりました。(笑
でもあたし的にﾖﾝ様は黒髪で短髪の方が好きです♡

で、眼鏡もない方が好きです♡

で、仕事終って帰ってきて 見たら

SHOCKの出演者が発表になってて来年はｵｰﾅｰは

植草さんなんですかねぇ。

ってまだSHOCKのDVD見てないんですけど

来週の休みも なので見れそうにないですけどねぇ。(ノД`)
なんかただﾁｮﾝ早く見てよ って感じですけども。

ｵｰﾅｰ、ｵｵｸﾗをね。

なんとなくあたしがDVDﾘﾋﾟﾘﾋﾟしない理由わかります???（笑

好きな映像はもっそい見るんですけどね。（笑

でも舞台のDVDってもっそい長いじゃないですか???
まぁ、ﾗｲﾌﾞDVDもなんですけど。

その間 の前に座ってるのとか

もっそい苦手で。

だからよっしゃって覚悟した時じゃないと

見れないんですよね。

なんか最近ちょっと時間あると寝たいですもん。(ノД`)
ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)

あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

「赤い糸」が始まったぁー。

これ楽しみにしてたんだよねぇ。



そうそう、あたしの部屋をﾘﾌｫｰﾑするから来年辺り

１ヶ月ぐらい近所のｱﾊﾟｰﾄで暮らさなくちゃならなくて

その間ﾈｯﾄが使えないと思われー。(ノД`)
つーか荷物どうするの???って話なんですけども。

あたしの部屋の荷物ってﾊﾟﾈｪよ。

引越しとかめんどくせぇー。

なんか部屋が綺麗になるのは嬉しいけど

すっげぇめんどくせぇ。

なんかもっと収納が良い感じの部屋になってくれたら

いいなぁとは思うけど。

はぁ。最近忠義見てないなぁ。

でも今年もﾀﾓｽﾃｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞにｴｲﾄが出るのが

もっそい嬉しいんですけど

あ。見たと言えば昨日の仕事人のCMぐらい???
なんか顔を見た感じだとそんなにﾎﾟﾆｮってる感じじゃないかなぁって。

でも大阪でのｿﾛｺﾝの衣装、ﾊﾟﾂﾝﾊﾟﾂﾝだったんでしょ???
大丈夫ですか???忠義さん。

あ。ちなみに今年は喪中につき

年賀状交換が出来ないんですよねぇ。

来年こそは出来たらいいなぁって思ってます。

それまでには新しいﾌﾟﾘﾝﾀｰも欲しいし。

あ。KAT-TUNの新曲のCM見た♡

じゅんのすがｶｯｺｲｲ♡

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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2008.12.07 Sun ﾎﾟｲﾝﾂ溜めてます&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

１度４時に起きて 始めたんだけど

眠くなって結局今起きました♡

なんか普段からこのぐらいの時間に起きれるとﾗｸだよね。

って今８時ね。

仕事行く前にﾌﾞﾛｸﾞ更新できるし。

あたしｴﾝｼﾞﾝかかるの遅いから早めに起きて

ﾃﾝｼｮﾝ上げないとならないし。

あ。今 でﾎﾟｲﾝﾄ集めるとNEWSのﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

もらえるんだよね???
あたしすでに１６点あるんですけど。

なんか用紙見たら先着５０名様にｶｲﾛくれるってあったから

先にｶｲﾛもらおうかなぁって思ってます。

２月までﾌﾞﾗﾝｹｯﾄやってるみたいだし。

しかもお店でｶｲﾛの袋見たらﾁｪｯｸ柄で可愛かったんだよね♡

NEWSｳｫｯﾁはどうやって応募するんだろ???
今日のお昼も 行く予定なんで

ﾁｪｷﾗｯﾁｮしてこよ。

あたしのご飯率はﾎﾝﾄは なんだけど

時々 行くのね。

でも今、NEWSがCMやってるから 率

80％ぐらいだけど。（笑

１番食費がかかるんだよねぇ。(ノД`)
ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄｹﾞﾄったらお弁当持参生活送ろうかなぁと思ってます。

そろそろｶﾚﾝﾀﾞｰも予約しないとねぇ。

またエイトとKAT-TUNのｶﾚﾝﾀﾞｰ予約するんだろうなぁ。（笑

毎年思うんだけど

KAT-TUNのｶﾚﾝﾀﾞｰって必要ないでしょ???（笑



だって買って１回ぐらい見て終わりじゃん

でも買っちゃうんだよねぇ。

あたしの悪い浪費癖。

そういや、モモは普段吠えません。

全然番犬の役をしてない溺愛モモﾁｬﾝなんですが

時々無性に吠える時があるんです。

それは何???
しかも前の前のラン丸よりﾃﾞｶｲ。（笑

２割増しぐらいでﾃﾞｶｲ。

しかもモモは家族の中で１番縁遠いあたしに

なぜかぬいぐるみをくわえて持ってきてくれます。

モモの思考回路はどうなってるんだろ???
えさをくれるﾏﾏﾝ、散歩してくれるﾊﾟﾊﾟﾝ。

ただひたすらなでまくりのあたし。（笑

あたし以外の人にはぬいぐるみくわえていかないんだって。

モモの中であたし＝友達的回路が出来てるのかなぁ???

また眠気がやってきました。

なので仕事行く準備したいと思います。

また帰ってきてからね〜。

あ。あと右ｻｲﾄﾞにあるPIYOに仕事の休憩中とかにﾘｱﾙを書いてるんで

見てね〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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2008.12.08 Mon あなたが心の支えだから何もかもが頑張れる。

大倉担まひるですけどもー。

寒くて布団の中でぬくぬくしてました。

でも結局眠れないのでﾌﾞﾛｸﾞ書くことにしまーす♡

なんか今日は店長といろんな話をしました。

話してみないとわからないことってたくさんあるんだなぁって

改めて思いました。

うーん。でもあたしはやっぱり店長が好きになれない

かもしれません。

こうゆう風に普通に話してる時は全然いいんですけど

体調悪くて休んでも怒られ、行っても怒られ。

そんなとこがすごく融通がきかなくて苦手です。

人間体調悪くてどうしてもﾀﾞﾒな時ってやっぱ

あるじゃないですか???
特にあたし欝だし、女の子の日も重症だし。

そうゆうとこは考慮して欲しいなぁって思います。

なんか最近忠義が恋しいです。(ノД`)
忙しくて何も見れてないからなんですけど

そろそろ忠義を見ないと発狂しそうです。(;∀;)
ｦﾀ誌も全然買ってないし、

なんかﾚﾝｼﾞｬｰとか見ててもこれﾎﾝﾄに忠義かなぁ???
って思ったりするぐらい忠義不足です

なんか忠義の言葉さえ忠義の言葉と思えない程

忠義不足です。(;∀;)
重症ですよね???
もうﾎﾝﾄに全然日々、大倉忠義してないです

なんかいっぱいDVD見たいなぁ。

まずはSHOCKを制覇よね???
で、４７魂が見たい♡



特典も含め。

で、仕事人が始まる前に仕事人のDVDも見たい♡

でも結局忠義ってあたしの根本なんですよね。

どんなに離れていてもどんなに会えなくても

どんなに見れなくてもそれでもやっぱり常に忠義のこと想ってるし、

忠義が存在してるから頑張れる。

確かに仕事でつらい時もありますよ。

でも忠義に負けたくないって思うんですよね。

それにつらいつらいってずっと考えてると

余計にしんどいじゃないですか???
だから忠義が頑張ってるからあたしも頑張ろうとか

これ頑張ったら忠義に会えるとかいっぱいいっぱい

考えて毎日頑張ってます。

たくさん会えてる人を羨ましく思うこともあります。

でもそれはその人も頑張ってるんだなぁって思うし、

どうしてもお金がなくて会えない時とか

休みが取れなくて会えない時もあるけど

でも次きっと忠義に会えるって考えると自然と頑張れます。

それがﾎﾝﾄに好きってことなんじゃないかなぁって

勝手に思ってます♡

忠義になかなか会えなくてもﾎﾝﾄに好きな人は

たくさんいるし、

気持ち次第なんだと思います。

だから忠義もわかって欲しいなって思います。

会場に来てる人だけがお客さんじゃないということを。

会場にいる人達は忠義を支えてくれてる人の中の

ごく一部だということ。

今日のMUSIC　LOVERSのｹﾞｽﾄが今週、来週ってﾐｽﾁﾙさんで。

なんかずっと桜井さんの顔見てて



あたしは思ったね。

笑った顔が田口さんと似てる。

顔の系統で言ったら一緒の部類だよね。（笑

でもﾎﾝﾄ桜井さんって永遠の少年だよね???
だからああいった曲が書けて歌えるんだなぁって思います。

ﾃﾞﾋﾞｭｰ当時から好きだけどやっぱり好きです。ﾐｽﾁﾙ。

最近、韓国ﾄﾞﾗﾏの「君はどの星から来たの？」を見てます。

なんか録画してまだ２話までしか見てないんだけど

いまいちﾋﾟﾝとこなくて。

３年前に自分が運転する車で愛する女性を亡くしてしまった

主人公がその愛する人にそっくりな人と

出会ってしまったお話です。

最近韓国ﾄﾞﾗﾏづいてます。

見出すと面白いんですよね。

あと休みの日に昼間、水戸黄門の再放送見てる。（笑

（↑ｦﾊﾞﾊﾞか???
なんかﾜﾝﾊﾟﾀｰﾝなんだけどそれも爽快と言いますか。

ごくせんを見てるのに近い感じがするのはあたしだけですか???

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽをﾊﾟﾁﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2008.12.08 Mon どんなことでも２人でやれたよね。

大倉担まひるですけどもー。

次から次へと仕事が立て込んでて

閉店時間ｷﾞﾘｷﾞﾘまでずっと作業とﾚｼﾞやってて

頭痛いです。(ノД`)
喉が痛くないので風邪ではないと思うんですけど。

たぶん細かい作業のしすぎです。

あ。あと寝不足???（笑

まぁ、まぁそんな感じです。

なんかでも に帰ってきて やってる時間が

落ち着きます♡

あ。今週末のおしゃれｲｽﾞﾑ、相葉ﾁｬﾝですね。

めっちゃ楽しみ〜♡(ﾉ∀｀)
そういや、先週の嵐の宿題くんのｹﾞｽﾄがDAIGOだったじゃないですか???
なんか相葉ﾁｬﾝが一緒に居て同じ空気が流れてるって

言ってて、あぁ、わかる。わかるって思った。

あたしやっかしDAIGO好きだもん。（笑

（↑出た。天然好き

あたしDAIGOｽﾀｰﾀﾞｽﾄ知ってた。（笑

でもそれが今のDAIGOと同じ人だとは思わなかったから

びっくりした。（笑

今の方が全然いいよね???

そういや、あたし、年末年始も仕事になりそうです。(;∀;)
年末はﾎﾝﾄは２９日まで仕事だったんですけど

たぶんその後も仕事になりそうです。

年始は元々元旦から仕事だし。

なんか実は昨日１人ﾊﾞｲﾄが辞めて。



まだ入ってきて２ヶ月ぐらいの子だったんだけど

仕事のきつさに耐えられず常にｲﾗっとしてて

それで店長から何度も注意されてて

そのうっぷんが溜まってたのか

昨日いきなり辞めさせてください宣言して。

それで急に言われても契約違反だろ???
みたいな話になって店長ともめたんだけど

あまりにもその子の態度が悪くて

全然話聞く態度じゃなかったんだって。

それでｸﾋﾞにしたらしいんだけど

笑っちゃうのがその子が帰った１時間ぐらい後に

その子の友達がきて

「Fくんの友達なんですけどｼﾞｯﾎﾟを忘れたらしいので取りにきました。」って。（笑

ﾀﾞｻっ。

もう呆れて職場中の笑いものですよ

まぁ、そんなわけで人が足りないんですね。

なんかﾗｸそうに見えるんですけど

あたしの仕事は案外ﾊｰﾄﾞでｲﾗっとすることも

よくあるんですけどそれを顔に出したり態度に出したりしたら

やっぱいかんわけで。

いろいろ大変なわけです。

あぁ。もう今日、絶対SHOCKのDVD見ます

忠義不足にも限界があります。（笑

なんかやっと重い腰あげる気になりましたね。（笑

あ。でも頭痛い日にDVDなんて見たら更に頭痛いよねぇ。(ノД`)
まぁ、 はやってるんですけど （笑

やっぱり明日にしようー。

「torn」ぐらいにしておきますかねぇ。

とりあえずﾊﾞﾌｧﾘﾝでも飲みますか???
そしたらSHOCK見れるかもしれないし。（笑

なんか毎日毎日仕事終ってﾌﾞﾛｸﾞ書いてると

忠義のことを考えます。

とにかく風邪ひいてないかなぁとかそんなことばっかり



考えています。

健康で無事に撮影してれば全然いいんですけど

なんか忠義のことだから風邪ひきそうとか

そんな心配ばかりしています。

そして今年は忠義の連載がないじゃないですか???
すっごい寂しいです。

今年もやると決め付けていたし。

だから週に１度のﾚﾝｼﾞｬｰでしか今の忠義を知る機会がないわけで。(;∀;)
そういや、丸ﾁｬﾝの連載、もう３日ぐらい

見てないなぁとか秘密の方向で

あ。そういや、年内???年明け???に
忠義が何か発表があるそうで。

それがずっと気になってるんですけど

なんなんでしょう???
なんか大阪のｿﾛｺﾝの時、そんなようなことを言ってたらしく

まだ発表は出来ないけどってことで

ﾄﾞｷﾄﾞｷなんですけども

早く発表されないかなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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お気軽にどぞ。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

個人的なﾒｰﾙもお待ちしてます。
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Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます。
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2008.12.09 Tue 人と比べる必要なんてないのに。

大倉担まひるですけどもー。

今日やっとﾎﾟｽﾍﾟの新しいやつ（４you）に登録しました。

版を使ってたんだけど３ヶ月ぐらい使ってなくて

その間に正式版が出まして。

ずっと登録しようと思ってて結局今日になってしまいました。

ちなみに無料で使えるんで興味ある方はぜひ登録してみてください。

普通にﾔ○ｰのﾒｱﾄﾞとかでも使えるんで。

つーか久々に昼間に に居るけど寒いねぇ。

今日は だから余計に寒く感じるのかなぁ???
しかももうﾋｰﾀｰの灯油が少なくなってて

ﾏﾏﾝに灯油頼んだんだけど早く来いー。(ノД`)
なんか去年の冬までは家の会社でもﾋｰﾀｰ使ってたから

灯油は常備されてたんだけど

今年の冬は会社でﾋｰﾀｰ使ってないんだって

だからあたししか使ってる人がいないので

少なくなってきたら言わないとならないことを

昨日知らされました

早く言ってくれっちゅーの

えぇ。やっぱりSHOCKまだ見てません。(ノД`)
なんかだって昨日頭痛くて結局「torn」は３回ぐらい見て寝たのね。(笑
（↑はよ寝ろよ って話ですよね。

で、今日は１３時に起きて「４you」の再登録をして

お友達に連絡してたら結局この時間なんでずぼん。(;∀;)
なのでこれ書き終わったら見ようかなぁと思ってます。

今日特に予定ないし。

そう。 だったから も

行ってないのよねぇ。

ﾎﾝﾄは来週なんだけど薬の減りが尋常じゃなくて



来週だと足りないんだよね。

だから今週どうしても行かないとならなくて。

あたし、忠義のことすごく好きです。

でも今のすごく好きは昔のすごく好きより

劣ってるんですよね。

やっぱり長くﾌｧﾝやってると気持ちをｷｰﾌﾟするのが

難しくて昔のﾃﾝｼｮﾝのまま好きって言えなくなってるんです。

でも確かに今でも忠義のことは大好きです。

ｿﾛｺﾝに行った時、あたしすごく怖かったんです。

何が怖かったか自分でもよくわからないんですけど

とにかく駅について会場が見えた瞬間から

震えが尋常じゃなくて

いつ涙が出てもおかしくないぐらい不安定な状態で。

あたし、１人で行ったんですけど

胸がいっぱいで全然ﾜｸﾜｸって感じじゃなくて

心臓がﾊﾞｸﾊﾞｸで始まった途端に涙が溢れてきて

忠義の生き生きとしてる姿がとにかくまぶしくて。

ｴｲﾄｺﾝだったら他ﾒﾝを見たりとかそうゆうちょっとした余裕も

あるんですけど

ｿﾛｺﾝとなるともうﾎﾝﾄ見るのは忠義だけで。

なんかその状況に慣れないから

すっごいとにかく心臓ﾊﾞｸﾊﾞｸでした。(笑
なんかここにいるほとんどの人がそんな状況なんだなぁって思ったら

なんか自分が１番小さい気がしてｼｮｯｸを受けましたね。

でも途中から忠義の暖かさに救われました。

あたしってなんてちっぽけなことで悩んでたんだろうって

思ったし、忠義の笑顔に救われました。

あぁ、忠義はﾎﾝﾄに楽しんでやってるんだって思ったら

あたしも自然と笑顔になったし。

あたし自分に自信がないんですね。

だからすぐ人と比べて劣ってるって考えちゃう

ﾁｮｰﾈｶﾞﾃｨﾌﾞﾁｬﾝなんです。

だからきっとｿﾛｺﾝでもそう感じたんでしょうね。



そんなこと考える必要なんて全くないのに。

ただ楽しめばいいだけなのに。

あたしってちっちぇ。（笑

ただ、ただ、忠義が好きなだけなのに。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif
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2008.12.11 Thu ﾋﾟﾝﾁです。(ノД`)

大倉担まひるですけどもー。

切実なお願いです。
ｵｵｸﾏﾁｬﾝを余分に買って譲ってもいいよって方

いらっしゃったらﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

Webで買えると思ってｵｵｸﾏﾁｬﾝ買わなかったのですが

Webで販売がなく非常に困っています。

ご親切な方いらっしゃったらぜひお願いします。

定価ﾌﾟﾗｽ送料で譲っていただけるとありがたいです。

よろしくお願いします。

あぁ。もうﾎﾝﾄ今日昼間にWeb見た時は

泣きそうになりました。(ノД`)
なんであの時ｵｵｸﾏﾁｬﾝ買わなかったんだろう???
ってすっごいすっごい凹みました。

ﾎﾝﾄに切実なのでご協力よろしくお願いします。

今日、仕事終ってｱﾗｼちゃん見てたんですけど

何度も噴出しました。（笑

あたしやっぱり相葉ﾁｬﾝが１番好きかもしれません。(笑
いや、好きです。

翔ﾁｬﾏも好きだけどやっかし相葉ﾁｬﾝです♡

もうすっごい涙もろい話とかやられました。(笑
あとTｼｬﾂのやつ面白かったなぁ。

久々にTV見てて噴出したもん。(笑
嵐、やっぱり面白いよなぁ。

なんかそういえば忠義のﾍﾀﾚ疑惑が騒がれてますけど

まだCan!ｼﾞｬﾆ見てないです。

火曜日、病院にも行けなかったので



明日、行こうと思ってるのですが

起きれるんでしょうか???
あたし、最近ﾎﾝﾄ起きれないんですよね。

仕事とか限界ｷﾞﾘｷﾞﾘですもん。

とにかく体調があまりよろしくなくて。

なのにｵｵｸﾏﾁｬﾝの失態。

まさか買えないなんて。

ｼｮｯｸ以外の何者でもないですよ。

ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)

ｵｵｸﾏﾁｬｰﾝ。(ノД`)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif
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2008.12.12 Fri 穏やかな日々。

大倉担まひるですけどもー。

今日、やっと 行けた。

昨日ってゆーか今朝５時ぐらいまで眠れなかったから

行けないかと思った。(ノД`)
とりあえず年内はあと１回だけ。

年内は診察も行かなくていいみたいだし、

年が明けたら診察行ってきまーす。

つーか今日の２２時５４分からの

「流星の絆」の生放送が見れないんですけど

まぁ、山梨でやるなんて初めから期待してなかったけど

やっぱりやらないのは凹む。

たかが６分。されど６分だよなぁ。

で、本屋で時代劇ﾏｶﾞｼﾞﾝ探したんだけど

売り切れで

とりあえずお取りよせ頼んで後は「H」とｦﾀ誌買った。

つーかHなんて買うの８年ぶりぐらいなんですけども。

あたしの中で中学、高校の時に駄々ﾊﾏﾘしてた雑誌。

まさかまたこんな形で買うなんて。

もっそいニノﾁｬﾝと戸田恵梨香ﾁｬﾝがｽﾃﾁ♡

（↑どーﾁｬﾝは???
うーん、。どーﾁｬﾝは普通かなぁ。（←普通って···｡(ノД`)
久々に読み応えのある雑誌に感謝。

あ。流星の絆の原作本買うの忘れた。（ﾁｰﾝ

まぁ、いいさ。いいさ。

終った頃にたっぷり読んでやる。

あたし一時期活字中毒だったのね。

高校生から専門ぐらいまで。

でも今は本を１冊読む時間もないぐらい忙しくて。



だからたぶん最後に読んだ本が

「１ﾘｯﾄﾙの涙」だと思う。

あれはわりと早く読めたから２日ぐらいで読んじゃったと思う。

ﾎﾝﾄ、本を読み出すと止まらないのね。

寝る時間も忘れるぐらい夢中になるから危険なんだけど。

昔はｦﾀ誌も端から端まで読んでた。(笑
今はｴｲﾄとKAT-TUNとNEWSのとこだけ。

あ。あとどの雑誌読んでてもそうなんだけど

音楽情報みたいなﾍﾟｰｼﾞは絶対見る。

あ。そういえばｹﾞｰﾑもしなくなったなぁ。

あたしﾄﾞﾗｸｴとかFFとか大好きで

これも寝る間を惜しんでやる。(笑
ニノﾁｬﾝじゃないけどﾊﾏるとすっごいやる。

これで視力落としたし。

最近は視力が更に低下して の画面が見づらいから

やってない。

でもDSとPSPは欲しいと思ってる。(笑
そういや、ﾄﾞﾗｸｴ９が発売になるらしいね。

ちょっと興味津々。

PSも２までは持ってるのね。

でも弟にｺﾝﾄﾛｰﾗｰぱちょられて出来ないってゆーね

ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)
兄ちゃんとこは子供がいるからｹﾞｰﾑは一通り揃ってて

遊びに行くと時々やる。

P.S.
ｵｵｸﾏﾁｬﾝを探しています。

余分に買って譲ってもいいよって方が

いらっしゃったらﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

Webで買えると思って買わなかったので

切実です。

ﾎﾝﾄに困ってます。



ご親切な方いらっしゃったらぜひよろしくお願いします。

定価ﾌﾟﾗｽ送料で譲っていただけると有難いです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif
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2008.12.14 Sun 働きすぎですかね???

大倉担まひるですけどもー。

疲れてまた左肩が上がらなくなってます

お風呂入ってて温度上げようと思ってﾎﾞﾀﾝを

左手で押そうとしたら腕が上がらなくて

結局右手で押した。

寝ると少しよくなるんだけど

結局仕事してると左手が上がらなくなるんだよね。(ノД`)
完璧疲労だよね。(ノД`)
座ってて左手ついて体重かけるともっそい痛いもん。

で、早速ｹﾞｯﾄしました。

（↑NEWSﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ。
次はｶｲﾛかなぁ。

あと腕時計も応募したいなぁと。

頑張ってﾎﾟｲﾝﾂ溜めてます。

そんなわけでﾛｰ○ﾝﾃﾞｻﾞｰﾄ。



なんかもう当分ﾓﾝﾌﾞﾗﾝはいいやって思った。（笑

で、昨日ﾌﾗﾌﾗﾗｲﾌﾞのﾊﾟﾝﾌも届いてました。

（↑これね。

これ紙袋に入っててﾌﾗﾌﾗのｼｰﾙで留めてあるのね。

開けるのもっそいﾄﾞｷﾄﾞｷだから休みの日に開けることにするわ〜。

あ。そういや、今日、ｶﾞﾝﾊﾞ勝ったんだね。

ﾏﾝUとの試合になりますけど

いい試合が出来たらいいなぁと思ってます。

ﾎﾝﾄ夢の対決だよね

楽しみ〜♡

そうそう、来週ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの予防接種受けてこようと

思ってて。

会社の半強制ですけどね。

去年まではそんな制度ってゆーかなくて



今年から受ける人には代金負担しますって。

そしたら行かないわけにもいかないでしょ???
空（＠章大）情報では今年は山梨はひどいらしいし。

ちなみに空さん、すでに風邪をひいた模様。

あたしは最近夏風邪が定番化しつつあって。

冬は一昨年ひいたのかなぁ???
ｲｳﾞに。

散々でしたわ。

考えたら先週の少ｸﾗもまだ見てないってゆーね

もうあたし、何も見る気ないでしょ???（笑

まだCan!ｼﾞｬﾆも１回目しか見てないし。

それはどうよ???

P.S.
ｵｵｸﾏﾁｬﾝを探しています。

余分に買って譲ってもいいよって方が

いらっしゃったらﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

Web販売があると思って買わなかったので

１ｺも持ってないんです。

切実です。

よろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif
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2008.12.15 Mon ﾓｰﾓｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾚｶﾞｲ、ｼﾞｮﾝ、買いました。

つーかヒナﾁｬﾝの髭にびっくり。

なんかもうﾁｮﾛっととかってゆう問題でもないでしょ???
完璧山男ですけど。（笑

もっさり生えてますがな

あんなに髭の生えてるｱｲﾄﾞﾙ初めて見た。（笑

つーかｲﾉｾﾝﾄ・ﾗｳﾞをもっそい久々に１０分だけ見れたのね。

展開が変わりすぎてて何がなんだか。

悠仁と真希ﾁｬﾝが結婚式あげてるし。

内田有紀さんが普通に歩いてるし。

悠仁と内田有紀さんはどうなったの???
あぁ。こりゃDVDﾚﾝﾀﾙ開始になったら見なくちゃ。

なんか最初の頃は録画してたのね。

でもHDDがいっぱいになって消すものがなくて

ｲﾉｾﾝﾄ・ﾗｳﾞ消して録画も辞めたの。

だから見れてたのは２話ぐらいまで。

あぁ。やっかし録画続けてれば良かった。(ノД`)

今ね、実はｴｲﾄ離れをしてると言いますか。

何見ても萌え♡っとしないのよね

好きじゃなくなるとかそうゆうことは１００％ないけど

今、毎日が忙しくてｴｲﾄまで気持ちが行き届かないとゆーか。

なんか空（＠章大）も今そんな感じみたいで

あたし達って気持ちの盛り上がり方とか下がってる時期とか

言わなくても一緒なのね。

だから長く付き合っていられるんだと思うのね。

空と久しく会ってないけど

それも不安でも孤独でもないのね。



そりゃ毎週遊んでた頃に比べたら少し寂しいけど

でも今はお互いの生活とかあるし、

空は主婦だし、あたしは社会人だし、

学生の時のようなわけにはいかない。

それもお互いの信頼関係なんだろうね。

全然不安じゃない。

何気にもう付き合いも１０年目になるしね。

あぁ。空と知り合ってからそんなになるんだねぇ。

これからも仲良くしてね。空。

あ。まぁ、そんな感じで今、ほとんどｴｲﾄのこと考える時間って

ないんだけどでも好きな気持ちに変わりはないし、

ずっとこれからも好きなんだろうなって思う。

なんかだって好きじゃなくなる時って

なんとなくわかるじゃん???
その気持ちの下がり方と全然違うんだもん。

なんか全然どうでもいいやとかって思えないし、

やっぱり８人のことがすごく大事だし、

あたしの中では大倉忠義が１番だし。

そうそう、ずっと書くの忘れてたんだけど

仕事人のﾕﾆｯﾄね。（笑

「The SHIGOTONIN」

『鏡花水月』
2009.2.4発売。

発表があってすぐ予約したからお店の人も把握してなくて

「DVDですか???」って言われたもん。(;∀;)
なんか忠義の歌声がｴｲﾄ以外で聴けるなんて貴重だよね♡

しかも時代劇の主題歌でしょ???
すっごい楽しみ。(ﾉ∀｀)



なんか藤田まことさんが体調悪かったから

仕事人って当分ないと思ってたし。

１月のｽﾍﾟｻﾙでもう聴けちゃうんでしょ???
あと半月ぐらいじゃん。

しかも来年って忠義、年男だよね???
ﾓｰﾓｰｾﾌﾞﾝとかないのかなぁ???（笑

（↑なんでｾﾌﾞﾝなんだ???
でも８５年生まれって多いから何かしら企画はあるよね。

じゅんのすとかやまぴーとか聖とかﾊｾとか。

何気８５年って黄金期よね???
あと丑年って誰だろ???
アツ兄とか???
えぇぇぇぇぇぇぇえ。

忠義とアツ兄って一回りも違うの???
アツ兄若すぎ。（笑

あ。石垣大ﾁｬﾝも８５年生まれだっけ???
大ﾁｬﾝ、最近お父様がお亡くなりになられましたよね。

ご冥福をお祈りいたします。

大ﾁｬﾝのｴﾋﾟｿｰﾄﾞを１つ。

石垣大ﾁｬﾝは今ではFiVeやQのｷｰﾎﾞｰﾄﾞで定着してるけど

ﾎﾝﾄは踊りたくてｼﾞｬﾆに入ったんだって。

だから踊れないなら辞めたいって考えてた時期も

あったそうで。

でも今は２つのﾊﾞﾝﾄﾞに欠かせない存在だよね。

P.S.
ｵｵｸﾏﾁｬﾝを探しています。

余分に買って譲ってもいいよという方が

いらっしゃったらﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

Webで買うつもりでいたのですが

Web販売がなく非常に困っています。

ご親切な方いましたらよろしくお願いします。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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2008.12.16 Tue 天狗???

大倉担まひるですけどもー。

今日もすっかり１２時間睡眠で

ﾘﾌﾚｯｼｭしています

また明日からお仕事頑張れます

結局今日、何もしなかったなぁ

まぁ、いつものことですけど

でもこうゆう休みがないとﾎﾝﾄやってけないのよ。

そのぐらい疲れてるんです。(;∀;)

つーか聞いて。

今日、夢を見ました。

仁ﾁｬﾝがﾗｲﾌﾞでﾏｯﾊﾟで天狗あそこにつけて

空中ﾌﾞﾗﾝｺに乗る夢。（爆笑

どんだけ変態なんですか???あたしは。

もう羞恥ﾌﾟﾚｲ以外の何物でもないでしょ???
いや、それで仁ﾁｬﾝが羞恥心歌ってたら最高なんですけど。（笑

うわー。どS発言。

本物の変態じゃないですか???（笑

仁ﾁｬﾝもあたしも。

正夢になりませんように。(-∧-；)ﾅﾓﾅﾓ
（↑なんねーよ

まぁ、なったらなったでﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝで見たいと思います♡

で、ﾎﾞｿっと。

「天狗取れねぇかな。」（爆笑

どんな願望だよ

あたしって病気ですかねぇ???
疲れてるんですかねぇ???
そのわりに開放的な夢見てますけど何か???
あ。あたしがじゃなくて仁ﾁｬﾝがですけど。（笑



あ。TV見たいからまたね〜。

ﾔｯﾍﾞｪ。もうｴｲﾄ出てきた〜。

P.S.
ｵｵｸﾏﾁｬﾝを探しています。

余分に買って譲ってもいいよって方

いらっしゃったらﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

Webで販売がないので困っています。

ご親切な方、ぜひよろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif
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2008.12.19 Fri MIROTIC.

大倉担まひるですけどもー。

やっと東方神起の４集（韓国での４枚目のｱﾙﾊﾞﾑ）が

届きました。

なんかﾎﾝﾄは１７日に届くはずなのに

ﾎﾞﾝｸﾗ佐川急便が３日に渡って留守でもないのに

不在通知置いていきやがりまして

今日の午前中に再配達頼んだのに

それも不在通知置いていってｲﾗっとして

佐川急便に電話して今すぐ持ってこい!!!!って

言ってやりました。

まぁ、そしたら12：02に持ってきました。

ﾏｼﾞ、お前の目は節穴か???と言ってやりたくなりました。

(↑４集と特典のﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ。

で、「ありがとう、ｵｶﾝ。」と「流星の絆」のDVDを予約しました。

早くｶﾚﾝﾀﾞｰも予約しなくちゃね。

今度は週めくりらしいんで。

なんかｴｲﾄのｶﾚﾝﾀﾞｰはちゃんと捲るので

すっごい実用的なんですよね。

他のｶﾚﾝﾀﾞｰなんて絶対いつも同じﾍﾟｰｼﾞだもん。

捲るのめんどくさいんですよねぇ。

なんかおっしーとか斉藤兄弟とかｼｭｼﾞｭの壁掛けｶﾚﾝﾀﾞｰ買ったこと

あるけど最後まで捲ったｶﾚﾝﾀﾞｰないもんね



残念なお知らせでした。(;∀;)

はぅーん。

今日、いよいよ流星の絆の最終回だね。

またニノﾁｬﾝの怒鳴り声が聞ける。（笑

（↑どんだけどMなんですか???
ニノﾁｬﾝにしかられてぇー。

もうCM見ては萌え♡萌え♡しちょりました。

もうニノﾁｬﾝも亮ﾁｬﾝもｶｯｺｲｲんだもん

あんなお兄が欲しいまひるたそなのでした。

また見終わって感想書けたら書くね。

でも最近あんまり 触る気がしないんだよねぇ。

昨日も一昨日もﾒﾙﾁｪだけして布団の中だったしね。

つーかあたしがいつも利用しているCDｼｮｯﾌﾟが２月いっぱいで

閉店らしく「The SHIGOTONIN」のｼﾝｸﾞﾙの予約が受けられないって

電話かかってきまして

慌てて別の店で予約したんだけど

もうもっと早く言えよって話ですよね???
予約してから１０日近く経ってるんですけど

危うくこれも買えなくなるかとｵﾓﾀよ。

もう買えないのはｵｵｸﾏﾁｬﾝだけで十分だよ

でも不便になるなぁ。

なんか前から閉店の噂は聞いてたけど

ﾎﾝﾄなんだなぁと思って。

で、弟がCDを焼きたいと言ってきまして

今時の人なのにCDの焼き方も知らないのかと。（笑

で、なぜかCD-Rを買いに行くのもつき合わされまして。（笑

で、盤面にﾛｺﾞまで印刷頼まれまして。（笑

めんどくせぇー。

まぁ、結局全部やったんですけど。

休みの日はｸﾞﾀっと過ごしたいあてくしなんですけども

今日、 も行ったから結局それで休みおわっちゃったもん。(ノД`)



明日から怒涛のｸﾘｽﾏｽ含め、年末年始なんですよねぇ。

たぶんあんまりﾌﾞﾛｸﾞ更新出来ないかも。(;∀;)
いや、頑張りますけど

そうそう、最近また韓国ﾄﾞﾗﾏ見てるんですけど

「君はどの星からきたの？」ってやつで

１話からずっと見てるんですけど最初全然面白くなくて

今、８話ぐらいを見てて。

これが面白いんですねぇ♡

あたし監督役の俳優さんがもっそいﾀｲﾌﾟで。（笑

もうあたしの中で韓国ヽ(´ー｀)ノﾏﾝｾｰ。

でも相変わらずｶﾀｶﾅに弱いので俳優さんの名前が

全然覚えられず。（ﾁｰﾝ

だってｼｭｼﾞｭﾒﾝの名前だって全員覚えるのに

半年ぐらいかかったし。（笑

（↑重症

東方神起のﾒﾝﾊﾞｰの名前とﾆｯｸﾈｰﾑが一致するのに

どえりゃー時間かかったし。

あたしって···｡（涙

あ。そういえばなんか仕事人が始まる前に

いっぱい番宣番組があるみたいで。

朝まで必殺仕事人とか。

なんかﾄｰﾀﾙで６時間以上HDD空けないとならないみたいで。

え???無理なんですけど

ただﾁｬﾝは見たいですけど。（←ﾜｶﾞﾏﾏ

頑張ってあけますよ

まだこの間のﾍﾞｽﾄｱｰﾃｨｽﾄも編集してないし。

なんかｼﾞｬﾆ以外で残しておきたいｱｰﾃｨｽﾄさんたくさんいるから

結構大変そう。

なんやかんやでなんやかんやですよ。

そうこうしてる間にﾀﾓｽﾃｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞもあったりして。

なんやかんやでなんやかんやですよ。



P.S.
ｵｵｸﾏﾁｬﾝを探しています。

余分に買って譲ってもいいよって方がいらっしゃったら

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

Web販売があると思ってたので

１ｺも持ってないので非常に困ってます。

ご親切な方、ぜひよろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

こちらもﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。(ノД`)
年内は忙しくて出来そうにありません。

ｺﾞﾒﾝなさい。

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

ﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はｱﾄﾞﾚｽ載せて

いただければお礼に伺います。

よろしくどーぞ。(ﾉ∀｀)
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2008.12.19 Fri 「流星の絆」最終回。

大倉担まひるですけどもー。

流星の絆の最終回見ました。

犯人が全然予想してなかった人だったので

びっくりしました。

詳しくはまだ見てない人もいると思うので

書きませんね。

なんかニノﾁｬﾝのお芝居はやっぱりさすがだなぁって思った。

ニノﾁｬﾝのお芝居見るたびに関心させられます。

伊達にﾊﾘｳｯﾄﾞﾃﾞﾋﾞｭｰしてねぇなと。

泣きながらお芝居してる時なんてなんかこっちが飲み込まれるかと

思った。

でも最後すがすがしい終り方して

ﾎﾝﾄに良かったなぁって思った。

なんと言ってもやっぱり

戸神さん（息子の方ね）はいい人だと思った。

あそこまで言ってくれてあそこまでしてくれる人は

そうそういないなと。

なんか最初はｽｰﾂにﾘｭｯｸ背負って怪しさ満載の人だと

思ったけど。（笑

なんかしかも浮かれてｽｷｯﾌﾟしながら

帰るような人だし。

まぁ、実際されたら嬉しいけどね。（笑

そしてなんと言っても亮ﾁｬﾝｽﾏｲﾙでしょ???
なんか久々にﾄﾞﾗﾏで亮ﾁｬﾝｽﾏｲﾙを見た気がする。

顔くしゃくしゃってして笑う顔は最高だよね。

なんか亮ﾁｬﾝの別の一面も見れて嬉しかったし、

なんか泰兄ってちょっと軽いじゃん???
それってやっぱお兄が結構いつも可哀想な顔してるから

その分明るく笑いとってたのかなぁって思うし。

お兄はお兄なりにすごく事件のこと兄弟のこと

真剣に考えて受け止めてたと思うし。

それをﾌｫﾛｰするのが泰兄だったってゆーか。



亮ﾁｬﾝ、ニノﾁｬﾝ、お疲れ様でした。

そして共演者のみなさん、ｽﾀｯﾌのみなさん、

ありがとうございました。

すごく面白い作品に出会わせてくれたことに

感謝しています。

ｱﾘｱｹ３に乾杯。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとな。
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2008.12.21 Sun 今年も後１０日。

大倉担まひるですけどもー。

見てたらこんな時間になってしまいました。

なんかもう巷はｸﾘｽﾏｽ特番とかも多くて

あぁ、そんな時期なんだなぁって改めて思いました。

仕事しててもBGMはｸﾘｽﾏｽものが中心だし。

そんなわけでﾃﾝﾌﾟﾚもｸﾘｽﾏｽ仕様に戻しました。

あたしはｸﾘｽﾏｽだからと言って特に何があるわけでもなく

普通に仕事だし、（しかも遅番）

友達とも約束もないし、一緒に過ごせるﾒﾝｽﾞもいないし

なんて寂しい２５歳のｸﾘｽﾏｽなんだ!!!!
なんか専門の時とかはﾊﾞｲﾄ先の仲間とﾊﾟｰﾁｰしたりしたんだけどねぇ。

全く持って仕事しか予定のないあたしは···｡(ﾁｰﾝ
遅番じゃ、ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝとかも消えちゃうだろうし。

だいぶ残念なあてくし

なんかあと１０日程で今年も終わりなんだねぇ。

結局喪中のﾊｶﾞｷも出さず終いだし、

年賀状出してくださった方はﾎﾝﾄ申し訳ないです。

今年はどんな年だったんだろう。

とりあえずSHOCKから始まった年だよね。

なんか去年の今頃はﾁｹ探しでﾃﾝﾊﾟってた気がする。

でも結局１公演だけだったけど観に行くことが出来て

ﾎﾝﾄに嬉しかった。

忠義のいろんな一面が見れてすごく嬉しかった。

某雑誌で１００点のつもりで頑張ってるって書いてあって

ﾎﾝﾄに忠義は今年頑張ってたなぁと思います。

今年３回しか忠義に会えなかったけど

来年はもうちょっと会えたらいいなぁって思ってます。

その分あんまり普段、有給使わないようにして

休日出勤もして休みを溜めたいと思ってます。

でもその分ﾄﾞﾗﾏで会うことが出来て嬉しかったなぁ。



ﾔｽｹﾝはﾎﾝﾄに忠義らしい役だったと思う。

忠義がもっともっと好きになったﾄﾞﾗﾏです。

年末から仕事人の番宣番組がたくさんあるけど

頑張って録画しよー。

なんかいっぱい忠義のこと見れるかと思うとﾜｸﾜｸです♡

明日はいよいよおしゃれｲｽﾞﾑのｹﾞｽﾄに相葉ﾁｬﾝですね♡

どんな天然を見せてくれるか楽しみ〜♡

明日は引き止められても即効帰ってきてﾘｱで見るからね。(笑
あたしそういえば嵐のﾃﾞﾋﾞｭｰ当時の映像、ﾋﾞﾃﾞｵ２本分ぐらい持ってないんですよね。

松潤担の友達に貸して返ってこなかったんですよ。

だからﾀﾓｽﾃのﾋﾞﾆｮｰﾙ衣装もたぶん持ってないはず。

めちゃｲｹとかもないなぁ。

ｷﾝｷの番組もないし。(ノД`)
今になってやっぱり返してもらえば良かったなぁって思います。

(´· ·`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。
あ。でもVの嵐はたぶん持ってる。

しかも２本づつぐらい。

ｷﾞｶﾞﾝﾄなつかしす。

もうｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄとかは昨日、今日、２３日がﾋﾟｰｸではないかと。

だから忙しいのもその辺かなぁ。

あとはお店の大掃除して福袋準備して

まだまだ忙しいです

福袋って言えばあたし生まれて２５年、福袋を買ったことがありません。

なんとなく損する気がして。(笑
ってこんなこと言ってていいんでしょうか???（笑

あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

あたしはいつになったら大掃除をするんでしょう。

部屋のDVDを片付けないと崩れてきそうです。(ノД`)
箱に入れてしまおうと思ってるんですけど。

来年お引越しもあることだし。

たぶん工事に来た職人さんはあたしの部屋のCD量、雑誌量に驚くことでしょう。（笑



休みの日にDVD編集して箱に詰めて

片付けないと。

あ。そういえばFiVe、Qのﾗｲﾌﾞ決定しましたね。

すごく行きたいなぁとか思いつつ

そんな暇ねぇなぁと悲しくなります。

Qのﾗｲﾌﾞは見たことないけど

FiVeはすば倉の時すごく楽しい時間が過ごせたので

１度ﾗｲﾌﾞ行ってみたいなぁって思ってるんですよね。

P.S.
ｵｵｸﾏﾁｬﾝを探しています。

余分に買って譲ってもいいよって方がいらっしゃったら

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

Webで買えると思ってたので

１ｺも持っていません。

切実です。

ご親切な方、ぜひよろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こちらもﾎﾟﾁｺﾝ。
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2008.12.22 Mon ｹﾞｯﾄだぜ。

大倉担まひるですけどもー。

ｵｵｸﾏﾁｬﾝを譲っていただけることになりまして。

協力してくださった方、ﾎﾝﾄにありがとうございます。

もう涙がちょちょぎれるぐらい嬉しいです。

届くのが楽しみです♡

実に数日のお目汚し失礼しました。

わー。まだPINKY買ってないやー。

明日買いに行こうー♡

とにかく疲れちゃって時間ｷﾞﾘｷﾞﾘに起きてて

本屋とか行く余裕なかったのよ。

なんか明日休みだけど（祝日に休みは珍しい

どうせ寝て終りな気がする。

まぁ、ゆっくり寝て充電でもしようー

そうそう、昨日のおしゃれｲｽﾞﾑが５分遅れだったこと知らなくて

最後切れちゃったんですけど

でも相葉ﾁｬﾝ、最高に面白かった

もう最近相葉熱がﾊﾟﾈｪ。

あたし、たぶんエイトよりも嵐見てる方が多いもん。

宿題くんとアラシちゃん。

エイトは今、何も見てない。(;∀;)
それは残念なお知らせですみません。(ノД`)
いい加減ありえへんを見よう。

なんかなぜかﾅｲﾅｲの番組見てるの。(笑
そりゃエイト離れもするよなぁって感じでしょ???
だからﾍﾞｽﾄｱｰﾃｨｽﾄがﾎﾝﾄ久々で。

あ。でもちょいちょい雑誌は見てる。

TV誌だけどね。

でも年末年始にかけて結構ｴｲﾄﾒﾝ見たいなぁと思って。



いろいろ出るでしょ???
明日もありえへんﾄﾘｵが特番に出るみたいだし。

それは見ます

普通に に居るし。

なんかここまで書いてあまりにも

つまらないので消そうかと思ったけど

もったいないから更新します。（駄文でｽﾏｿ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

こちらもﾎﾟﾁっとな。
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2008.12.24 Wed ﾒﾘｸﾘ♪

こんばんﾜﾝﾂｰ。

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、とうとうｲｳﾞですね♡

何もないけど。(ノД`)
でも職場でｹｰｷもらったー♡

（↑１人用のﾌﾞｯｼｭ·ﾄﾞ·ﾉｴﾙ。

家でもｹｰｷ買ったんだけどあたしが仕事してる間に

６０％食べられてた。(;∀;)
そうそう、今日は遅番だったんですよー。

なんか周りはｶﾎﾟｰばっかり

あぁ。この時期になると彼氏と別れたことを後悔するわ。

だって別れた理由が忠義が好きすぎてだもん。

（↑この人最悪。

いくら好きすぎて彼氏と別れても忠義は手に入らないっつーのにね。

ﾊﾞｶﾁﾝの極みだわ。

でもあたし負けない。

(↑何に???
いや、世の中のｶﾎﾟｰに。(笑
あたしには大倉忠義というｽﾃｷな人がおるんじゃー!!!!
一生片想いだけど。(;∀;)
だってだって仕方がないじゃない。



あたし好きの両立って出来ないんだもん。

変な話、忠義以外の人とｴﾁ出来なくなっちゃったんだもん。

え???重症???
忠義さんとしたこともないくせに。(笑
あたしのこの気持ちを理解できる人っているのかしら???
その気持ちは今でも変わらない。

そんな２５歳ですけど忠義さんいかがですか???
重いよなぁ。(笑
あ。あたしの体重の話じゃないよ。（笑

確かに重たいですけど

あ。そうそう。

昨日ね、ひどかった。（笑

朝９時に起きてご飯食べたのね。

そのまま起きてありえへんﾄﾘｵを見るはずだったの。

気がついたらﾍﾞｯﾄﾞで爆睡してた。(笑
起きたら１７時。（ﾁｰﾝ

もうお外は真っ暗ですわ。

で、ご飯食べて２０時にまた寝た。

だってもう１分と起きていられなかったんですもん

で、朝目が覚めたら７時。

でも寒くてﾍﾞｯﾄﾞから出られずｷﾞﾘｷﾞﾘの時間まで寝てた。

あ。で、ｵｵｸﾏﾁｬﾝのお金振り込んで仕事へ。

（↑ｸﾞﾘﾑｽｸﾘｽﾏｽﾊﾞｰｼﾞｮﾝ。



とにかく疲れてるので

また明日。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽ

まなさん
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まなさん＞＞

こんばんわ。

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｵｵｸﾏﾁｬﾝなかなか見つからないですよね。

まなさんも探してらっしゃるんですね。

あたしの場合はﾌﾞﾛｸﾞに譲ってくださいっていうことを

１０日ぐらい載せてたんですけど

いつも読んでくださってる方で

譲ってくださる方がいたんです。
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もうﾎﾝﾄに有難くて。

まなさんも譲ってくださる方見つかるといいですね。



2008.12.25 Thu 鈍感力。

大倉担まひるですけどもー。

ｸﾘｽﾏｽ、両日共２１時過ぎまで仕事してるあたしは

なんなんだろう。

もう肩なんてｶﾞﾁｶﾞﾁだし、

しんどい。

あ。明日にはｵｵｸﾏﾁｬﾝ届くみたいで♡

ちょうど明日休みだから良かった。

KAT-TUNのDVDも届くらしいので見たいと思います。

ﾌﾞﾋﾌﾞﾋ。

つーかヒナﾁｬﾝねぇ。（笑

戸田恵梨香ﾁｬﾝですか???
なんか朝一で空（＠章大）からそのﾒｰﾙきて

ちょっとヒナﾁｬﾝにはもったいなくね???って

返しそうになりました。(笑
いや、そのぐらいヒナﾁｬﾝより戸田恵梨香ﾁｬﾝを

溺愛してるんですよ。あたしは。

（↑暴言。

普通逆だべ???
いやいや、なんか嬉しいのはあたしだけですか???

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! 

でも忠義と戸田恵梨香ﾁｬﾝだったら即死だけどね。

いや、ヒナﾁｬﾝお幸せに。

なんか想像とか出来るじゃん???
それが怖い。



だから顔も知らない一般人と付き合ってくれてる方が

ちょっと幸せ。

あたしはきっと忠義が誰と付き合おうと小姑のような目で

見てしまうのよ。（笑

はぁ。無理無理無理無理!!!!
あたし無駄に想像力豊かなものでｲﾗﾇとこまで想像しちゃうから。（爆笑

あぁ。今、いきなり「鈍感力」思い出した。

鈍・感・力（爆笑

そのﾀｲﾐﾝｸﾞで鈍感力ですか???
やべぇ。久々にDVD見たくなった。

HDD編集しよ〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとな。
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2008.12.26 Fri ｵｵｸﾏﾁｬﾝがやってきた。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、全然眠れなくて５時ぐらいまでｳﾀﾞｳﾀﾞしてたんだけど

それから寝て午前中にくるわくるわ。荷物の嵐。

KAT-TUNのﾗｲﾌﾞDVDとｵｵｸﾏﾁｬﾝ。

受け取ってからｵｵｸﾏﾁｬﾝすぐ開けないで

とりあえず１１時前だったので

寝た。

で、１３時に起きてやっとｵｵｸﾏﾁｬﾝを開封。

（↑開封前のｵｵｸﾏﾁｬﾝ♡

（↑中には元気なｵｵｸﾏﾁｬﾝが。

名前つけてあげないとねぇ。

何がいいかなぁ???
忠義はどんな名前付けたんだろう???
しばらく考えますわ。



で、KAT-TUNのDVD。

ｼﾞｬｹが案外ｼﾝﾌﾟﾙ。

なんか写真を撮ろうとすると自分が反射して写りこんじゃうから

苦戦しました。

そうそう起きてからﾌﾞﾛｸﾞ書くまでに時間があるのは

部屋のDVDを片付けていたから。

箱に詰めてしまいました。

CDも５０枚ぐらい箱に詰めてしまいました。

５０枚ぐらいしまってもﾎﾝﾄに氷山の一角なんですけどねぇ。

まだ床に平積みの状態で約５００枚ありますから。

最近お金なくてｼﾞｬﾆと韓国ものしか買ってないですもん。

とりあえずえぐざいるのﾊﾞﾗｰﾄﾞﾍﾞｽﾄは弟から借りて

CDに焼いたけど。

基本的に弟は洋楽しか聴かないんですね。

R&Bとか。

あたしは洋楽はROCKしか聴かないんですよね。

そこで初めて意見が一致したのがえぐざいるくんだったのです。(ﾉ∀｀)
ﾅｲｽ、俺。

つーかHDDが全く空かないんですけど。

後残された道はありえへんをﾀﾞﾋﾞすることぐらい???
年末年始のただﾁｬﾝがぁ−。(;∀;)



で、眠いので寝ます。

すみません。(ノД`)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2008.12.26 Fri ｶﾀｶﾅに弱いあたし。

大倉担まひるですけどもー。

なんか部屋の留守電ずっと聴いてなくて

さっき聴いたら「横山ですけど灯油お願いします。」って入ってて

爆笑。

うちは じゃねぇし。

しかも横山って···｡どちらの横山さん???
きみくんだったらお届けにあがりますけども。

ここを見てたらきみくん、連絡ください。

灯油をお届けにあがりますので。（笑

よろしくどうぞ

なんだかんだ言ってももう今年も

ﾀﾓｽﾃｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞの日ですよ

考えたら去年のｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞ見てないことに気づいた

まだHDDの中に入ってて。

そんなのすっかり忘れていて去年のﾌﾞﾛｸﾞ見たら

見てないみたいなことが書いてあって

HDD見たらそっくりまんま残ってて

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ｼﾞｬﾆｦﾀ失格じゃないですか???
とりあえず再来週に週３日休みがもらえるので

そこで編集をしてしまおうと。

つーか再来週ってもう年明けてるじゃん って話ですよね???
全然HDDが活躍しないじゃないですか???
後は残すとこ３０日のお休み。

ここがちゃんとお休みになればね。

なんか全然大掃除も出来ないし、

なんか噂ではｺﾞﾐの収集日は年内終ってしまったとか。（ﾁｰﾝ

掃除してもｺﾞﾐの山の中で新年を迎えるわけかぁ

非常に残念なお知らせでした



そうそう、昨日やっと「君はどの星からきたの」が最終回を迎えまして

最後の最後まで別れるとかｹﾝｶしてばっかだったけど

でもやっぱり好きなんだなぁってなんかほのぼのした気分になりました。

ちなみに１月からはまた韓国ﾄﾞﾗﾏの「雪の女王」だっけ???
が始まるとか。

これも楽しみ〜♡

あ。それで「君はどの星からきたの」で結局俳優さんの名前を

覚えたのはめっさﾀｲﾌﾟの監督さん（ﾁｪ·ｽﾝﾋ監督）役の「ｷﾑ·ﾚｳｫﾝ」だけでした。(笑
それもどうかと思うけどでもめっちゃｷﾑ·ﾚｳｫﾝさんがｶｯｺｲｲの〜♡

（↑相変わらずの浮気者。

そして相変わらずｶﾀｶﾅに弱いでし

そろそろ夕飯食べてｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞに備えよう。

今年は見るぞぉー

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとな。
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2008.12.29 Mon ＴＶ見てます。

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、ちょいぶり

なんか仕事終って毎日 見て寝てたら

疲れてｶﾞﾝ寝。

ちなみに土曜日はすべらない話で昨日が「犬神家の一族」。

なんかあたし前にも「犬神家の一族」見てるって書いてた

気がする。

で、今日は「恋空」見てる。

「恋空」は携帯小説の時に読んでて

映画は観てなくてﾄﾞﾗﾏの「恋空」は見たのね。

でも三浦春馬くんと新垣結衣ﾁｬﾝの恋空が見たかったのね。

そんなわけでﾊﾞｶのひとつ覚えのように泣いてます。(;∀;)
あたしはﾋﾛと美嘉が大好きなんだ。

つーか昨日、帰ってきたら忠義のﾎﾟｽﾀｰが剥がれてて。(ノД`)
まだ貼りなおしてないんだけどね。(ノД`)
なので壁にﾎﾟｯｶﾘ穴が開いてます。

ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)
で、また今年もｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞを見ていません

なんか始まった頃、ご飯の時間で

見れなくて部屋に戻って つけたら

歌い終わったｴｲﾄが映ってて。

で、結局全部見なかったってゆーｵﾁ。

あたしって···｡(ノД`)
ﾄﾞﾝﾏｲ、俺。

なんかね、あまりの毎日の疲労で

女の子の日がこないのです。

もう３週間ぐらい。

もしくはただﾁｬﾝの子を想像妊娠ですかねぇ???（笑



そっちの方がむしろ有難いぐらいで。(笑

そういや、今年も残りわずかになりましたね。

あと残り２日ですもん。

あたし、大晦日も仕事なのでﾌﾞﾛｸﾞ書けるかわからないんですけど。

なので明日のうちにいろいろ書いちゃおうかなぁとは思ってます。

とりあえずまた後で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとな。
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2009.01.01 Thu 明けましておめでとうございます&#9825;

(↑ﾋﾁｮﾙでｽﾏｿ

明けましておめでとうございます。

昨年中はお世話になりました。

今年も突っ走っていくのでよろしくお願いします。

さてさて大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、忙しくて昨日も一昨日もﾌﾞﾛｸﾞ更新出来なかったよ。(ノД`)
いよいよ２００９年が始まりましたね。

まだｶｳｺﾝも見てなくて。(;∀;)
仕事終って先輩んちに行ってｶﾞｷ使見ながら爆笑してました。

そしたら途中でﾏﾏﾝから あって

今歌ってたの誰???って聞かれたんだけどあたし紅白見てないし。(;∀;)
だからわからないって答えたんだけど

後々考えたら東方神起だったような···｡

で、２時に帰ってきてお風呂入って現在に至ると。

明日も仕事なのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

さてさて２００８年はｴｲﾄの年でしたね。

あたしはSHOCKに始まり、夏ｺﾝの長野公演と

忠義ｿﾛｺﾝとほんのわずかだったけどでも

ｴｲﾄや忠義と過ごした時間は宝のような時間でした。

すごく楽しかったし、特に相方空（＠章大）と車で行った長野は

思い出深いものとなりました。

忠義は常に全力で頑張っていてすごく見てて

あたしも頑張ろうって思えたし、

あたしの支えになってるんだなぁって思いました。

立て続けにおじいちゃんを亡くした年でもありました。

ほんのり寂しい気持ちとよく長生きしたねって気持ちで



いっぱいで泣いたりもしたけど

夏には愛犬モモも家族の仲間入りをして

たくさんの笑顔をもらいました。

あたしにとって２００８年はﾎﾝﾄに忙しい年でした。

ﾔｽｹﾝというﾄﾞﾗﾏに出会えたのもすごく嬉しかったし、

忠義が椿くんでﾎﾝﾄに良かったなぁと思いました。

あたし今でも多部ﾁｬﾝを見るとﾔｽｹﾝを思い出します。

すごく椿くん役が忠義に似合ってたよね。

亮ﾁｬﾝのﾗｽﾌﾚもすごく考えさせられるﾄﾞﾗﾏだったし、

DVの怖さを思い知らされました。

なんかあたし今でも亮ﾁｬﾝがｽｰﾂ着てるとﾄﾞｷっとします。(笑
流星の絆も面白かったし、

ﾄﾞﾗﾏ的にはすごく充実してたなぁなんて思います。

ありがとう、ｵｶﾝにも泣かされたし、

２００８年は舞台やｿﾛｺﾝとか結構個人活動が多い年でもあったよね。

全部見ることは出来なかったけど

でも話に聞くだけでもほっこりした気持ちに

なれたし、

楽しい１年でした。

今年は早速仕事人が始まるし、

またしばらく忠義をじっくり見れるのかと思うと

やっぱり嬉しいです♡

これからも忠義のことずっとずっと見ていきたいし、

愛し続けていきたいです

もうすぐOne Wayの最初のﾌﾞﾛｸﾞを書き始めて５年目になります。

４年以上も忠義のことを思い続けられたことは

やっぱり忠義の魅力だと思うし、

幸せなことだなぁって思います。

あたしは忠義目の前にしたら((；ﾟДﾟ)ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙしちゃうような

ﾁｷﾝなんですけどそれも好きすぎての行動なんでお許しください。(笑
今年の目標は１本でも多く忠義を見ることです♡

そういえば１月３日からのうるぐすでｴｲﾄの新曲が

流れるんですよね。



発売日はまだ未定みたいなんですけど

いつものｴｲﾄと違う感じのﾀｲﾄﾙでした。（笑

今年もｴｲﾄﾊﾟﾜｰで頑張りたいと思います。

２００９年が皆様にとっても素晴らしい１年となりますように。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとな。
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2009.01.02 Fri 別々の道をゆくのですか???

大倉担まひるですけどもー。

ﾀｯｷｰの「愛・革命」のCMがむっちゃかっこよくて

泣きそうです。(ﾉ∀｀)
もう元旦から仕事行ってきましたよー。

明日も仕事出れる???って聞かれたけど

さすがにお正月に休みが欲しくて

「あ。休ませてください。」って言ったもん。

それに明日出たら６連ﾁｬﾝになるしね。

しんどい···｡

まぁ、全然出来ないこともないんですけどね。

休日出勤なんてよくあることだし。

でもお正月に休みが欲しいんです!!!!

で、ｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰを１月にしました。

もっそい章大がｶｯｺｲｲし、可愛い

着ぐるみ着せたら天下一品ですよね。

ﾎﾝﾄに。

やっぱり丑年の忠義にも着て欲しいけど。(笑
なんか本物の牛みたくなりそうだけど。

（↑失礼

忠義って丑年〜って感じするよね???（笑

ﾔｯﾊﾞｲ。最近ｴｲﾄ関連全然見てない。(;∀;)
ｼﾞｬﾆ事が全くない。

全然ｦﾀｦﾀしてないもん。

でもただﾁｬﾝはもっそい好きなんだよ

それはずっとずっと変わらない。

そうそう、今、ﾚﾝｼﾞｬｰの忠義のﾍﾟｰｼﾞ見たのね。



あたし、最後の追伸部分がすごく気になって。

たぶん博貴のことかなぁって。

だってもう８→１がなかったもん

今まで欠かしたことのない数字。

もうなかった。

もう同じｸﾞﾙｰﾌﾟじゃ出来ないって意味だよね。

きっと。

それでもまだ信じたいのはあたしのﾜｶﾞﾏﾏですか???
もし７人でもあたしの気持ちの中ではやっぱり関ｼﾞｬﾆ８（８人）なんだよね。

ずっとずっと。

あ。年賀状くださったお友達。

ありがとうございます。

ﾎﾝﾄに喪中のﾊｶﾞｷぐらい出せって感じですよね???
ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。

年賀状出せなくて。

お礼にお手紙書きますのでしばしお待ちを。

来年こそは年賀状書きます。たぶん···｡（笑

ﾌﾌﾌ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとよろしくねん。
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2009.01.02 Fri 眠くて眠くて。

大倉担まひるですけどもー。

只今１４時１５分。

１２時間睡眠推奨のあたしが２日間も３時過ぎに寝たので

さすがに今日眠くて起きたら１４時。

こんなもんでしょ???（笑

とりあえず忠義が出る番組までに起きれたから

良かったです。

でももっそい眠い。

疲れてるんだなぁ

で、 に行って

ｼｰﾙ集めてもらえるｶｲﾛをもらってきました

（↑これね。何度も使えるｴｺなやつ。

で、すでにNEWSの時計を応募する点数も溜まったので

明日ﾎﾟｽﾄに投函してきたいと思います♡

それにしても眠いなぁ。

·······。

すいません。

寝てました。

只今１８時半。

忠義の出る番組見ませんでした。(;∀;)



もうﾎﾝﾄどんだけ堕落してるんでしょう。

あたしは···｡

もうだってとにかく眠くて眠くて。

ﾎﾝﾄに疲れてるんですよね。

また明日から仕事ですもん。(;∀;)
なんか結局休みは何もせず寝る!!!! が定着だね。

来週は火曜日、水曜日、金曜日と休みなので

ちょっとはゆっくり出来るかなぁと。

久々の連休だしねぇ。

まぁ、２連休ですけどね。

残念なのは火曜日が通院ってことですかねぇ。

起きれるかなぁ。

もう眠いから寝かせて♡

ｺﾞﾁ見てたけど眠くて限界です。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2009.01.05 Mon (((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

大倉担まひるですけどもー。

昨日、仕事人のｽﾍﾟｻﾙを見ました。

時代劇って見慣れないからなんかﾋﾟﾝとこなくて。

でもこれからは毎週見て馴染みたいと思います。

なんかでも源太ﾁｬﾝは仕事人として人を

殺めてしまったことを悔やんでたみたいで。

なんかその葛藤が源太ﾁｬﾝっぽいなぁと思って。

あたしはそんな源太ﾁｬﾝが好きです♡

で、今日は「悪魔の手毬歌」を見てます。

なんか「犬神家の一族」は何度も見てるのに

これを見るのは初めてで。

しかも途中から見たからよくわからないし。(;∀;)
でも金田一ｼﾘｰｽﾞは好きだ。

でもこえぇ。

これは特に怖いなぁ。

夢に出そう。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

あぁ。明日、明後日って休みで嬉しいなぁ。

なのに明後日、代わって欲しいって言われて

今回は断りました。

だってだって店長なんて今、ｳｲﾝﾀｰ取ってるんだよ。

（↑冬休みね。

あたしなんて全然休みないのに。

１週間だって。

しかも沖縄ﾔﾎｰｲみたいな。(笑
なんか彼女さんの実家が沖縄で結婚の挨拶に行くとか。

あたしは店長の彼女さん見たことないんだけど

沖縄っぽい顔してるらしい。



なんかあたし店長と全くﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄの話しないんですよね。

なのでその話を聞いたのも今日、同僚からで。

あたし沖縄の人って生で見たことない。(笑
いいなぁ。

あたしも沖縄ﾔﾎｰｲしたいよ。

あたし最南端に行ったのが鹿児島で。

最北端は北海道なんだけどね。

札幌。

ほなまた後で〜。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.01.06 Tue やっぱり好き&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

今日、午前中に 行って

帰ってきたんだけどあまりにも寒くて

ﾍﾞｯﾄﾞの中に入ってたら寝ちゃって

結局起きたのさっき。(笑
せっかく早起き出来たと思ったのになぁ。

まぁ、明日もお休みなので休みを満喫しようと

思います。

今日は夜更かしｺｰｽかなぁ。

つーか今日、ﾌﾟﾘﾝを食べました。

ごく普通の。

で、思った。

ﾌﾟﾘﾝってなんてうまいんだろう。（笑

そりゃ、「ﾌﾟﾘﾝ」という名曲も生まれるよなぁと

改めて思いました。

ﾅｲｽ、三兄弟。

なんかあたしの初夢聞いてくれます???(笑
もっそいつまんないですよ。

ﾃﾞｼﾞｶﾒを２回落とす。

ﾃﾞｼﾞｶﾒのﾃﾞｺ部分がはがれる。

ﾃﾞｼﾞｶﾒ壊れる。

以上。(笑
あたしこれﾎﾝﾄに夢だって気がつかなかったんですよ

あぁ。どうしよう。



(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
って夢の中で思ってました。

お腹空いたなぁ。

今日、朝ごはんにおいなりさん２つ食べただけだった。

あたし、いつも休みの日のご飯って適当なんですね。

夕飯ぐらいしか食べてないですよ。

だからﾍﾟｺﾍﾟｺﾘﾝなのです。

仕事の時の方がｷﾁっとご飯食べてます。

だって食べなきゃ動けないもん。

休みの日は大概寝てるんでねぇ。(笑

そうそう、あたし、電話代払うの忘れてて

昨日思い出して締め切りみたら昨日だったんですよ。

それで今日、止まる!!!!と思って

慌てて払いに行きました。

間に合いました。

電気代とか水道料は親持ちだけど

電話代だけは自分持ちなんですよね。

なのに振込用紙が会社の名前でくるから忘れやすいんです。

ﾚﾝｼﾞｬｰで８→１がなかったのって

２回目なんですね。

ちょっと希望が持てました。

でも忠義の文章がもっそい気になるんですよね。

なんかなんでもないことだったらいいなぁと思います。

とりあえず明後日のﾚﾝｼﾞｬｰ次第ってことですかねぇ。

でもそろそろ博貴のこの先の発表もありそうだし、

ﾄﾞｷﾄﾞｷです。

はぁ。ｴｲﾄに戻れたらどんなに幸せなんだろう。

神様お願いします。

なんか最近忠義のことがぼんやりしています。



見ても萌え♡となる瞬間が少ないとゆーか。

なんなんでしょうね。

好きには好きなんです。

でもその好きが義務感と感じてしまっているのか

それともﾎﾝﾄの好きなのか迷います。

とにかく今は生活に追われていて

気持ちが忠義に向かないんです。

とゆーか人のことを考える余裕のない

最低野郎です。

まだ空（＠章大）にも年明けしてからﾒｰﾙ送ってないし。

おめでとうﾒｰﾙをくれた方にもお返事返してないし。

（↑最悪

なんかもう１日１日が精一杯なんです。

とりあえずﾒｰﾙの返事は今日返しますねぇ。

でも忠義の写真はよく見て軽く萌え♡っとしてるぐらいだから

たぶん無事だと思います。(笑
なんか今ちょっとやっぱり好きかもって思いましたもん。(笑
ﾃﾍ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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2009.01.09 Fri 丸ﾁｬﾝのお楽しみ。

大倉担まひるですけどもー。

火曜日、水曜日と爆睡。（笑

今日も今、ﾌﾞﾛｸﾞ書かずに寝ようかと思った。

だって眠いし、寒いんだもん。(;∀;)
明日、 大丈夫かなぁ。

あたし幸いにも明日休みだから降ってもいいんだけど。

でも次の日に凍ったりするのは困る。

とりあえず今夜は灯油をたっぷり入れて

明日の寒さ対策は万全なんですけどもー。

今日、職場で音楽の話になって

今のｲﾁｵｼは???って聞かれたんだけど

あたしのｲﾁｵｼって何???
最近あんまり音楽詳しくないんだよねぇ。

あえて言うなら東方神起???
あとﾚｯﾁﾘとかﾆﾙｳﾞｧｰﾅとかは相変わらず好きだし、

前だったらAIRとかたぶん１番にあげてたと思うけど

なんかそれも微妙感漂ってるし。

なんかあんまり特にこれってこだわりがないとゆーか。

いろいろ雑誌見たり、音楽番組みてるけど

あんまり流行りのものは好きじゃないんだよね。

いや、一応聴くんだけど

なんかどうせなら流行の先を行きたいわけで。(笑
なのであたしの中で東方神起はとりあえず流行の先は

行ってたかなぁと思うわけで。

だって２年前には好きだったもん。

まぁ、たいした自慢にもならないけどね。

もう今日疲れちゃって眠いの。

体ｶﾞﾁｶﾞﾁだし、帰ってきて



しんどくてとりあえずﾍﾞｯﾄﾞの中にもぐって

寝る体制はとったね。

あ。そうだ。

大野くんのﾄﾞﾗﾏに丸ﾁｬﾝも出るそうで。

録画するつもりじゃなかったんだけど

これ完璧に録画行きですよね???
丸ﾁｬﾝおめでとうー♡

楽しみ♡楽しみ♡

（↑え???これだけですか???

そうそうそれで明日から仕事人のﾚｷﾞｭﾗｰが始まるわけじゃないですか???
もっそい楽しみなんですけど何か???
なんか昨日忠義の写真ずっと眺めてて

もっそいお気に入りの写真を発見してしまいまして

なんか前見た時は何気なく見てたんだけど

改めて見たらもっそいどｽﾄﾗｲｸだったわけで。

やっべぇ。久々にたつよさんの写真でﾂﾎﾞったと気づきまして。

やっぱり忠義さんは最高だ

と改めて思ったわけでしかり。

えぇ。そんなわけで明日の忠義、TVﾗｯｼｭのためにHDDを空けるので

ｻﾗﾊﾞｲﾊﾞｲ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2009.01.09 Fri ﾃﾞｽﾉか仕事人か???

大倉担まひるですけどもー。

今日、起きたらすでに に変わっていて

初雪を見逃しました

やる気なくしてそのまま寝ました。（笑

せっかく初雪の写真撮ろうと思ってたのに。

(´· ·`)ｶﾞｯｶﾘ···。
ちなみに今日、朝４時ぐらいまで起きてて

の天気予報で

山梨県でも初雪が観測されました。って言ってたのね。

で、見ようと思ったんだけど

考えたら外まだ真っ暗なんだよね。

それは解せないと思ってそのまま寝てしまったわけです。

やっぱり見ておけばよかった

ﾊﾞｶﾁﾝの極み。

えぇ。それでですねぇ、今日、ﾃﾞｽﾉを見るか

仕事人を見るか迷ってるわけで。

いや、ﾃﾞｽﾉなんてDVDも持ってるし、何度も見てるのね。

なのにそれでもﾃﾞｽﾉが見たいのは病気ですか???
たぶん来週も同じこと思うんだよなぁ。

来週は「L」だもん。

LもDVDも持ってるし、３回ぐらい見てるのね。

それでも見たいんですけど何か???
やっぱ金曜日の２１時、２２時枠は悩む。

金曜ﾛｰﾄﾞｼｮｰが面白いのやってたら見ちゃうもん。

それで歌姫も２回ぐらい見てないし、流星の絆も１回見てないし。

仕事人見て２２時からﾃﾞｽﾉ見ようかなぁ。

なんかそれが懸命のような気がしてきた。

さすがに１話から見ないってのもねぇ。

ただﾁｬﾝに申し訳ないわ。

とか言って結構あたし怪しいんですけど



何が見たいって松ｹﾝですけど何か???

とりあえず眠いのでしばし寝ます。

（↑どんだけ寝るんだ???

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2009.01.10 Sat ヒナﾁｬﾝ一人舞台初日。

大倉担まひるですけどもー。

今日からヒナﾁｬﾝの一人舞台「If or···」が始まりますね。

最後まで何事もなく終えてくれたら言うことなしです。

頑張りやさんのヒナﾁｬﾝのことだから

全公演力抜くことなく演じきるかと

思いますがﾎﾝﾄに観に行けなくてｺﾞﾒﾝなさい

どんな舞台になるのかもっそい楽しみです♡

それであたし今日知ったんですけど

徹子の部屋に１６日に忠義とヒナﾁｬﾝとヨコが出るそうで。

黒柳さんはお笑いつぶしとも言われているので

そこにヨコヒナがどう食いついていくのか

楽しみですね。

たぶん忠義は卒がない受け答えをすると思うんですよ。

問題はヨコﾁｬﾝです。（笑

お休みなのでﾘｱﾙで見たいと思います♡

そろそろ寝ますか。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2009.01.11 Sun からくり屋の源太。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は疲れててうるぐすが終わる前に寝ちゃった。

たぶんエイトのCMは見れたからそれ以降。

しかも昨日はｺｰﾄﾞﾌﾞﾙｰやるの忘れてて

休憩時間に山久からのﾒｰﾙで知ったから

録画なんてしてませんがなぁー

そんなわけで２２時１５分ぐらいからちょこーっとだけ

見ました。

これで山久のもじゃQ頭も卒業???
ってあたし最近の山久見てないから今の髪型が

どうとか全然知らないんだけどー

あ。それでｸﾞﾘﾑｽが大人の樹になりました。

あ。あとお正月ﾊﾞｰｼﾞｮﾝもｱｯﾌﾟしますね。

（↑お正月ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ。しっかり初日の出。



（↑２本目です。今回は丸です。

ｸﾞﾘﾑｽは成長が楽しみで辞められない。

しかもこれでｴｺだし。

あたし、すぐ に集中しちゃって

ﾌﾞﾛｸﾞ書けなくなるのね。

昨日もそうで。

ｺｰﾄﾞﾌﾞﾙｰ見ててその後赤い糸見てて。

だからﾌﾞﾛｸﾞ書けなかったんだけど

それが終わる頃には眠くて弾丸ﾄﾗﾍﾞﾗｰ見てうるぐす見終わる前に果てた。

あぁ。まとまった休みが欲しいなぁ。

巷は３連休だというのにやっかし福原まひるお仕事で

忙しいのである。

なんか今、人が足りなくて常にﾌﾙ回転だから

めっちゃ疲れる。

そうそうそれで昨日あたしが仕事に行く前にあたしの噂を

してたらしく。(笑
なんか最近あたしの体調が絶好調とゆー話をしてたんだって。

いやいや、全然絶好調なんかじゃないよ。

昨日も胃がｷﾘｷﾘ痛くてお腹も下してて休みたかったんだけど

どうせ代わりなんていないんだしと思って

我慢して行ったんだもん。

あたしの場合ってそうなんだよねぇ。

代わりの人がいない。

人がいなくていつも土日は夕方から２人体制で



異常に忙しい。

おまけにそんなんだから休めない。

昼間は４人ぐらいいるんだけどね。

今日、新しいﾊﾞｲﾄが１人入ってくるらしいんだけど

ちょっと不安の残る人らしい。

ｵｲｵｲ大丈夫かよ

またすぐやめちゃうんじゃないの???
なんか重労働のわりに給料安いんだよね。

休日出勤や残業とか当たり前だし。

だからﾊﾞｲﾄの子とかはもっと時給のいいとこに

行きたいって言ってやめるﾊﾟﾀｰﾝが多い。

やっぱﾊﾞｲﾄだとﾗｸして稼ぎたいってのがあるんだろうね。

あたしは社員だから好きでやってる仕事だし、

ｲﾔだなぁって思う時もあるけど

我慢も必要かなぁって思うことも多いよ。

なんかもう割り切ってるんだよね。

そういえば、雑誌に仕事人の忠義のｼｰﾝはとても時間がかかるそうで。

もちろん人を殺める時のｼｰﾝね。

からくりを使ってるから手間がかかってるらしい。

でもすっごく男前に撮れてるから安心してね♡

あたしはやっぱり源太ﾁｬﾝにはからくり屋で居て欲しいって思う。

飯屋の源太ﾁｬﾝも好きだけど

なんか子供に夢を与える仕事じゃないですか???
子供と戯れてる源太ﾁｬﾝが好きなのである。

まぁ、作太郎がいるけど。（笑

なんか作太郎とのやりとりがすごく好き。

ほっこりする。

ってまだｽﾍﾟｻﾙしか見てないけど

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.01.12 Mon 実に面白い。

大倉担まひるですけどもー。

仕事から帰ってくると何が寒いって足が寒い。

あたしの部屋にはコタツなんてないから

ﾍﾞｯﾄﾞにもぐって温まるのを待つのね。

で、結局疲れと寒さから開放されるのが

今ぐらいの時間になるわけで。

明日も寒い１日になりそうです

そうそう、今日、2∞9年の空（＠章大）への初ﾒｰﾙを送りました。

もっそい今更的ﾒｰﾙ。(笑
ずっと忙しかったからやっと今日仕事の休憩時間に送りました。

空もまた愛娘のきらりさんから風邪をもらって

最近やっと復活したようでした。

あたしなんて全然風邪ひく感じないもんなぁ。

変なとこで健康体とでもいいましょうか。

なんか最近夏風邪が定着してて冬にあんまり風邪ひかないんですよね。

なんででしょう???

で、今、職場で流行ってることがあって。

福山雅治さんのﾓﾉﾏﾈをしながら喋るとゆーね。(笑
何か発言があったら福山さんのﾓﾉﾏﾈして発言。

それで別の人が

「実に面白い。」って言うの。(笑
これがねぇ、先輩の中でもっそいｳﾏｲ人がいて

ﾏｼﾞ爆笑なんだって!!!!
もうこれがどﾂﾎﾞにﾊﾏって仕事中思い出し笑いとかしちゃって。

もうﾎﾝﾄ店長のいないことをいいことに

完璧おふざけﾓｰﾄﾞです。

いや、仕事はちゃんとやってるよ。(笑
影でこそこそやるから面白いんだって。



なんか最近お笑い番組が多いじゃないですか???
あたし的にはすごく楽しみなんですね。

でもﾊﾟﾊﾟﾝはお笑いと言ったらﾄﾞﾘﾌしか見ないんですよ。

で、最近お笑い番組が多いのは大物の俳優さん使って

２時間ﾄﾞﾗﾏとか作るとお金がかかるから

安い芸人使ってるとか言うんですけど

それも一理あるんですけど

今ってお笑いﾌﾞｰﾑじゃないですか???
だから安い芸人使って視聴率も稼げるんだったら

絶対そっちの方がいいじゃないですか???
お笑いは幅広い年齢層の人が見るけど

大物の俳優さんの出るﾄﾞﾗﾏなんて

年配の人しか見ないし。

とあたくし福原まひるは思うわけで。

いかがなものかと。

あ。まだﾌﾞﾛｸﾞの方に新年の挨拶に伺ってないとこには

明日にはﾌﾞﾛｸﾞにお返事返しに行こうと思ってます。

異常に亀ﾚｽなのをお許しください。

なんか振った振られた彼氏から１年が過ぎました。

もう何年付き合ってたかも忘れた彼氏に忠義のことを

ﾎﾝﾄに大切にしたいから。

彼氏よりも忠義のことを好きだからと言ってお別れした

元彼に去年新しい彼女が出来たんですよ。

当然の報いですよね。

でも街行く人に元彼の影を追ってしまうのは

忘れられない証拠ですかねぇ。

でもそれほど長く付き合った人なんです。

何年付き合ったか忘れましたけどもー。

(↑最悪。
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2009.01.12 Mon ﾃﾞｼﾞｶﾒをﾃﾞｺる男。

大倉担まひるですけどもー。

今日のﾆｯｶﾝｽﾎﾟｰﾂからｼﾞｬﾆの連載が始まって

第１回目が忠義で♡

かなり大きく記事が載ってて

ﾃﾝｿﾝMAX
忠義のﾏｲﾃﾞｼﾞｶﾒの写真も載ってて

黒のﾃﾞｺにｲﾆｼｬﾙが入っててﾁｮｰ可愛いの

なんか友達にﾃﾞｺってもらったって書いてあるんですけど

それは完璧、女子ですよね???
もっそいそこかよ!!!! って突っ込みどころ満載で

すみません。(;∀;)
ちなみにあたしのﾃﾞｼﾞｶﾒは青ｸﾞﾗﾃﾞでﾃﾞｺってあります。

（↑前にも載せたけど一応。

なんかﾃﾞｺが好きな案外乙女な忠義さんが好きです

しかもすっごい髪が伸びててびっくりみたいな。(笑
笑顔がめっちゃ可愛くて♡

なんか帰ってきてからもう５回ぐらい開いてますけど何か???

なんか最近１週間が経つのがもっそい早いです。

あっという間に休みがきてあっという間に休みが終り、仕事でって

感じで。



明日お休みなんですが に行こうか迷ってて。

そろそろ診察の予約を入れないとならないので

ﾎﾝﾄは水曜日か金曜日に行きたいところなんですが。

でも最近寒さにめっきり弱くなって家出るのも億劫なんですよねぇ。

仕事の時もすごくｲﾔで。

だから暖かい部屋でぬくぬくしてるのが好きです。

で、今日から斗真たそのﾄﾞﾗﾏが始まったわけですが

今回全く録画してないんですよねぇ

なんかﾄﾞﾗﾏの内容とかも全く知りません

この斗真好きなあたくしがですよ

まぁ、HDDを空けてる余裕が全くなかっただけなんですけど。(笑
最後１０分ぐらい見れたんですけど

なんか妙に瑛太くんのｱｯﾌﾟが多かったような。（笑

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.01.13 Tue 憧れ男性ちぇ〜っくやってみました。

大倉担まひるですけどもー。

えぇ。

とりあえずarisaﾁｬﾝ（＠忠義）のﾌﾞﾛｸﾞから

面白いものを発見したのでやってみました。

→憧れ男性ちぇっく

憧れ男性ちぇっく♡

まひるさんの憧れの男性について

外国人のような顔立ちで明るい感じの男性が好みなようです。

それでは次に、それぞれの項目について詳しく分析をしてみましょう。

まず、雰囲気ですが、まひるさんの場合明るい男性が好みのようです。

とはいえ、ごく普通の男性です。

次に知的属性評価ですが、バカでは困るのですが、

時にバカになれるようなそんな男性が好みなようです。

そして、真面目過ぎず、かといって悪でもない、普通の男性が好みです。

男性の体型に関しては、割と細い男性が好みのようです。

しかしながら太って無ければ良いよ。という寛大な感じもあります。

さて、見た目からみた男性的な傾向ですが、

ちょっと中性的な男性が好みなようです。

中性的と言っても男臭さのないさわやかな感じです。

普通の男性が好みと言えるでしょう。

次に顔的な好みですが、かなり外国人ぽい顔立ちが好みです。

そして、割と童顔が好みなようです。まあ一般的な女性の平均です。

http://checker.from.tv


そんなあなたにオススメなのは…

1位 岡田准一 (277.4点)
2位 河相我聞 (267点)
3位 国分太一 (263点)

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ﾔｯﾊﾞｲ。もっそい当たってる。

なんか岡田くんとか太一くんとかはまぁ、わかるよ。

すごく一般的だし。

でもここであたしの大好きな我聞さんの名前が出てくるなんて。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
奇跡に近いよ。

でも太って無ければ良いよ。ってゆーのは違うけどね。

少しなら太っててもいいよの間違いですけど。（笑

そして外国人っぽい顔が好きです。

確かに。（DAIGO風

童顔が好みです♡

ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ｱｧﾊｱｱｧｧ━━*´Д
｀*━━ｱｧﾝ!!
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2009.01.15 Thu 髪をﾊﾞｯｻﾘいきました。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は病院に行かず、美容院に行きました。（駄洒落か???
ﾎﾝﾄは髪伸ばそうと思ってたんだけど

ﾏﾏﾝが切れ切れって言うからｼｮｰﾄにしました。

３０ｾﾝﾁぐらい切ったかなぁ。

なんかﾎﾞﾌﾞにしようかなぁとか思ったんだけど

短く切ってﾜｯｸｽで盛りたいしと思って

もっそい短くしました。

で、今日は仕事終ってからﾏﾏﾝと兄ちゃんとお寿司食べに行って

ｶﾗｵｹに行きました。(笑
久々にお酒飲んだし。

久々に飲んだお酒のおいしいこと。（笑

もうﾏﾏﾝがﾁｮｰご機嫌で。（笑

ﾎﾝﾄは弟も行くはずだったんだけど

風邪ひいて熱が３８度も出て欠席。

もっそい東方神起歌って満足♡

あたしｶﾗｵｹでｼﾞｬﾆ曲ってほとんど歌わないんだけど

今度から完璧に歌えるようにしたいと思います。

特にY＆J。
なんかだって久々にｦﾀｶﾗとかしたいもん。

ｦﾀｶﾗする友達、空（＠章大）ぐらいしか居ないけどね。

なんせあたし、ｦﾀを公表してないから。

山梨の友達であたしがｦﾀって知ってるのなんて

３〜４人だもん。

高校卒業してから山梨に来たんで

あんまり友達いないし。(;∀;)
なんか専門の時はよくﾊﾞｲﾄ仲間と飲みに行って

ｶﾗｵｹとか行ったけど最近ｶﾗｵｹに行ったのっていつ???
２年ぐらい前に空とｦﾀｶﾗに行ったのが最後じゃない???
えぇぇぇぇぇぇぇぇえ!!!!!



なんか仕事始めてからどんだけ遊んでないんだよ。

あたしは。

なんか特にここ１年。

なんかこのままじゃいかんなぁと思うわけで。(笑
やっぱり仕事も大切だけど

今を生きることを楽しまなくちゃﾀﾞﾒだなぁって。

あたし、まだ２５歳ですよ。

全然遊べる時期じゃないですか???
今、完璧守りに入ってるもんね。

今年の目標〜。

もっと遊ぶ!!!!!
だから働く時はｷﾁっと働くし、

遊ぶ時は遊ぶ。

BUT、あたし基本ﾋｯｷｰだからなぁ。(笑
なんか家で１人で居る時間好きだからね。(笑

あ。それで今日、２４時頃ﾏﾏﾝと帰ってきたら

ﾊﾟﾊﾟﾝがモモを部屋に入れて遊んでた。(笑
ちなみにモモは普段、外で飼ってる犬です。

で、今、あたしの住んでる建物をﾘﾌｫｰﾑする話が持ち上がってて

ﾊﾟﾊﾟﾝはあたしの隣の部屋にモモと暮らせる部屋を作れたらそれでいいって

言うんですよね。

なんかちょっとみんなﾎﾟｶｰﾝとしちゃいました。

あ。あたしの部屋のことよりモモなんだ???と思って。

まぁ、それで今日のﾊﾟﾊﾟﾝ抜きの食事会が設けられたんですけどね。

で、帰ってきてからｶﾂｶﾂ見てたんだけど

やっぱﾛｹ面白いわ〜。

なんかゆっちの髪型が横から見るとﾂﾞﾗにしか見えなくて。(笑
ｴｱ·ｴﾋﾞ天も面白かったし。

じゅんのの１０秒天ｻﾞﾙも面白かったし。

どんだけ蕎麦食べるんだよ。

天ぷらはいいのか???
なんかじゅんのがﾐｽﾁﾙの桜井さんにしか見えなくて。(笑



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.01.16 Fri 十年後って。

大倉担まひるですけどもー。

肩こりがひどくて痛み止め飲んだら

ちょっとﾗｸになってﾌﾞﾛｸﾞ更新中。

この肩こりなんとかならないだろうか???
ﾎﾝﾄにひどいんですよ。

首筋まで痛くて するのはもちろん

眠くても眠れなかったり、起きてるのもしんどいし

って感じで最悪です

やっぱり病院行って診てもらった方がいいのだろうか???
そのぐらいひどいです。(;∀;)
ﾈｯｸﾚｽ１つしただけで肩こりのする人です。(;∀;)

もう今日はﾎﾝﾄは眠いんですよ。

昨日、朝５時ぐらいまで眠れなくて

１０時に起きて。

普通の人はそれで十分なのかもしれないけど

あたしは睡眠薬を飲んでるから

やっぱり１２時間ぐらい眠らないとｷﾂｲのね。

それに十分睡眠取らないと欝もひどくなるし。

なので睡眠はあたしのｽﾄﾚｽ解消でもあるのです。

そういや、まだｶｳｺﾝも見てないんだよねぇ

なんかちょっとだけ忠義が袴姿で髪結んで出てきたとこだけ

見たけど。(笑
あれは反則でしょ???
あんな忠義見たら絶対ﾌｧﾝなんて辞められない。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
まぁ、辞めるつもりも毛頭ないんですけど。（笑

でも忠義の十年後とか全然想像つかない。

３３歳でしょ???



今のﾋﾞｽﾞをｷｰﾌﾟしてて欲しいなぁ。

なんかだって光一くんとか３０歳に全然見えないもん。

忠義もそうであって欲しいわぁ。

まぁ、自分の十年後もﾔｳﾞｧｲなぁと思うわけで。

３５歳でしょ???
あたしは何してるんだろう???
今の仕事続けてるとも思えないし、

やっかしeighterなんでしょうか???(笑
たぶんﾗｲﾌﾞでﾉﾘﾉﾘの曲の時にｾﾞｰｾﾞｰ言ってますよ。（笑

まぁ、それはエイトメンも一緒か。(笑
だってヨコとかすばﾁｬﾝとか３７歳だもんね。(笑
ｳﾜｰ。想像つかねぇ。

もう結婚とかしてそう。

あたしも結婚してるのかなぁ。

でもあたし、ﾎﾝﾄ結婚願望全然ないんだよねぇ。

相手がただﾁｬﾝなら話は別ですが。

たぶん今好きな人って言える人が

ただﾁｬﾝしか居ないからだと思うんですけどねぇ。

身近に好きな人が出来たらたぶん結婚とか考えるんだろうなぁ。

笑っちゃいますけどね。(笑
福原まひるが結婚って!!!!!
あれだけ散々忠義、忠義って言っておいて

あっさり他の人と結婚してたらｳｹﾙぅ〜。

まぁ、みんなそうやって大人の階段登って行くんでしょうね。

ｱﾊﾊﾝ。

でもね、結婚したらあたし忠義の気持ち薄れそうで

怖いんですよね。

だからあの時期に結婚を決めた空（＠章大）はすごいなぁと思うし、

章大への気持ちもｷｰﾌﾟできててすごいなぁって。

あたし、幸せﾎﾞｹしそうですもん。(笑
でも現在は全く結婚願望はありません

忠義一筋です♡

とここでいくら力説しても忠義にﾌﾟﾗﾍﾞで会えるわけでも

なんでもないんですけどね。(笑
とりあえず忠義には髪が伸びてから再ｱﾀｯｸします。(笑



もうだってﾎﾝﾄ髪すごく短くてﾜｯｸｽで盛ってて

これは絶対ただﾁｬﾝのﾀｲﾌﾟじゃねぇだろーって丸分かりですもん。

まぁ、その前に顔が論外だと思いますけど。(笑
つーか再ｱﾀｯｸってまだ１度もｱﾀｯｸしてないですけどもー。(笑
はぁ。可愛く生まれた人って得だよなぁ。

あたしの中で今１番したいこと。

とゆーか行きたいとこ。

ﾈｲﾙｻﾛﾝ。仕事上ﾈｲﾙはﾀﾞﾒで。

だからいつも爪は短くしててﾗｲﾌﾞとかある時とか

出かける時だけﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞな色を塗るぐらい。

なんかｶﾜﾕｽなﾈｲﾙがしてみたーい。

そうなるとやっかしつけ爪ですかねぇ。

ﾁｯﾌﾟ買いに行こうかなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとな。

ｺﾒﾚｽお休みちうですけどお気軽にｺﾒﾝﾄくださると嬉しいです。

ﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はｱﾄﾞﾚｽ載せていただければ御礼に

伺います♡

個人的なﾒｰﾙもお気軽にどぞ♡

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからﾊﾟﾁﾎﾟﾁお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210


ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます。（ﾃﾍﾍ
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2009.01.18 Sun 激痛。

大倉担まひるですけどもー。

相変わらず肩こりがひどくて

もう背中から頭まで痛くて

すっごいしんどい。

こんなにひどいのはﾎﾝﾄ久々。

昨日はL見て歌のおにいさん見た。

L見るのは３回目だったんだけど

やっぱり面白い。

でもあたし、まだLのﾒｲｷﾝｸﾞとか見てないんだよね。

DVD持ってるからいつでも見れるんだけど。

つーかまた仕事人見なくてｺﾞﾒﾝなさい。(;∀;)
先週も見なかったからﾚｷﾞｭﾗｰになって

まだ１度も見てないの。

でも来週から見ます♡

しかも３０日にはThe SHIGOTONINがﾀﾓｽﾃに出るとか。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
そこまで考えていなかったよ。（笑

そうだよね。

出るのは当然だよね。

ﾃﾚ朝だし。

ﾔｯﾌﾞｧｲ。鼻血出そう。

衣装とかもっそい気になるし。

歌のおにいさん、なんか丸ﾁｬﾝと大野くんが

一緒なんだなぁって。

なんかこの感覚久々。

でも考えたら大野くんはKYO TO KYOで関ｼﾞｭとは馴染み深いわけで。

なんかもっそい久々だなぁと思って。

あたし、その頃の忠義、ほとんど記憶にないんだよね。(;∀;)
ﾎﾝﾄすみません。(;∀;)
あたし、当時相葉担だったんですけど



関ｼﾞｭでは断トツでキタくんが好きだったんですよ。

でも考えたら忠義だって居たし、元担くんだって居たんですよね。

あ。でもキタくんは今でも萌え♡っとします。

あ。まだ徹子の部屋も見てない。(;∀;)
なかなか忠義のﾄｰｸが良かったとか。

えぇ???
あの２人に挟まれてちゃんと喋れたのかなぁ???
もっそい気になるけど明日見ようー♡

今日はまだ肩こりがひどくて見る気にならない。

そうそう、そういや、あたし、「ﾒｲちゃんの執事」見逃したんですけど。(;∀;)
なんか「神の雫」は見たのね。

「神の雫」はあれは亀ﾁｬﾝじゃなきゃたぶん見ないな。

まぁ、でも「ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ」みたい。

食系繋がりで。（笑

まぁ、あたしﾜｲﾝ飲まないんで

まだﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉの方がわかりやすいんですけど。

あ。そういえば吾郎ﾁｬﾝが昔、ｿﾑﾘｴのﾄﾞﾗﾏやってなかったっけ???
あたし見たことないけど。

でも何って。

今日、「銭ｹﾞﾊﾞ」が見れなかったのが１番ﾂﾗｲんですけど。

やっぱ録画ありだったかなぁ???
もう松ｹﾝ大好き♡

やっぱ来週から録画の方向で。

肩こりがひどいので寝ます。

ﾎﾝﾄ、すみません。(;∀;)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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こっちも何気にﾎﾟﾁっと。
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2009.01.18 Sun 徹子のお気に入り&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

今日は肩こりがだいぶ調子いいです。

まぁ、痛いには痛いんですけど。(;∀;)
なんか今日、書くことが浮かばない。（笑

せっかく早く帰ってきたのに。

今日は、 降ってるから早く帰っていいよって

言われてあたしだけ精算なしであがらせてもらって。

ﾏｼﾞいつもより３０分早く帰ってきた。

嬉しかったんだけど昨日だったら銭ｹﾞﾊﾞ見れたのに···｡(;∀;)
今日は別に見たい番組とかないし。(;∀;)
まぁ、世の中そんなもんよね???

なんかあたしの肩こりはｽﾄﾚｽと比例してるような

気がするんですけど。

木曜日と土曜日はあたしの苦手な人とｼﾌﾄが一緒で。

まだ木曜日の人とはまぁまぁうまくやってるんだけど

昨日の人はﾏｼﾞﾑﾘ!!!!
KYにも程がある。

なんかそれを承知で他の人もその人に近寄らないみたいで

あたしが教育係なんですよ。

最近入ったﾊﾞｲﾄの子なんですけど。

ﾏｼﾞｸﾋﾞにして欲しい。

で、あたしがｲﾗｲﾗしてるの自分のせいだって

わかってなくて「血液型ABでしょ???」って。

ﾀﾒ口かい。

しかもあたしは温厚なOだし。

最悪だ。

あ。で、「徹子の部屋」を見ることにした。

そういえば「じゃがいもの会」で黒柳さん見たわ〜。



思い出した。(笑
あの頃は結構ﾏﾒに空（＠章大）と東京行ってたからね。

「生きる」とかも行ってたし。

ﾏｼﾞ、忠義面白い〜。

なんか黒柳さんのお気に入りになったっぽいよね。

なんかしかもCan!ｼﾞｬﾆの忠義のﾛｹの映像が流れて

ヒナﾁｬﾝに「OLか？!」って突っ込まれてたのがﾏｼﾞ面白かった。

例のｼﾃｨｰﾎﾞｰｲ疑惑のやつだよね???（笑

考えたら全然見てないから妙に新鮮

中２の女子の次はOLですか???
つーか「ﾚｯﾄﾞｽﾈｰｸｶﾓﾝ」って何???(笑
徹子ﾜｰﾙﾄﾞ炸裂じゃないですか???
ﾏｼﾞヨコの発言に大ｳｹする忠義がかわゆす♡

でもヨコの髪型はどうかと思う福原まひる２５歳。

絶対「有閑倶楽部」の時の方が良かった。

ﾏｼﾞ、徹子の部屋面白かったなぁ。

これはﾘﾋﾟ決定。

ﾀﾊﾞｲ。

２月１５日の少ｸﾗﾌﾟﾚﾐｱﾑの

ﾌﾟﾚﾐｱﾑｼｮｰがThe SHIGOTONINだって。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
しかもｽﾃｰｼﾞﾚﾎﾟがヒナﾁｬﾝ。

まさか少ｸﾗﾌﾟﾚﾐｱﾑｼｮｰに出るなんて思ってもなかった。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
なんか楽しみだなぁ。

まさにﾌﾟﾚﾐｱﾑじゃないでつか???
とりあえず来週から仕事人見ますだ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.01.20 Tue 改めて考える忠義人気。

大倉担まひるですけどもー。

今日は に行って帰り本屋に寄った。

定期購読してる雑誌が溜まってたので

それを取りに行ってきました。

ついでに「ﾎﾝﾏに関ｼﾞｬﾆ∞」と「ﾔｽｺとｹﾝｼﾞ」の最新巻も買った。

やっとって感じでずばびぜん

なんか今日、朝まで眠れなくて

よく昼間起きれたなぁと思って。

でも今日は思ってた程寒くなくてよかった。

日が出てないからもっと寒いかと思ったの。

で、TSU○YAの会員の期限が切れるから

今日更新に行こうと思ったんだけど

明日にしようと思って辞めた。

だって が見たかったんだもん。(;∀;)
「雪の女王」が見たかったんだもん。

えぇえぇ。最近また韓国ﾄﾞﾗﾏ見てるんですよ。

それが「雪の女王」。

まだ見始めたばっかりでよくわからないんだけど

ﾊｽﾞﾚではない。

あんまりﾊｽﾞﾚの韓国ﾄﾞﾗﾏに出会ったことがなくて。

やっぱ日本で放送されるだけあって

面白いものがいっぱい。

毎回楽しみだもん

最近ﾎﾝﾄﾔﾊﾞｲ。

ﾏｼﾞ、欠食児童なんですけど。（笑

なんかすっごいよく食べる。

食欲が止まらない。

だから冬って太るんでしょうねぇ。(笑



しかも冬ってﾓｺﾓｺ着込むから春になるまで

太ってることに気づきにくい。(笑
忠義のことﾎﾟﾆｮなんて言ってる場合じゃないって。

忠義のﾎﾟﾆｮなんて可愛いもんだよ。

はぁ。この食欲止めなきゃ。

あたしそれでなくてもｽﾄﾚｽ太りする体質だからねぇ。

ﾔﾊﾞｽ。ﾔﾊﾞｽ。

なんかそういや、Webで忠義ｿﾛｺﾝのﾊﾟﾝﾌ１冊頼んで

仕事終ってからやっぱもう１冊頼もうと思って

ﾁｪｷﾗしたらもう売り切れで。

あたし、仕事の休憩中に最初、申し込めたから良かったけど

もし、仕事終ってからだったらﾊﾟﾝﾌさえもｹﾞﾄれなかったのかと

思うとﾎﾝﾄ忠義人気にびっくりするばかり。

なんか改めて忠義、人気出たなぁって思うし、

すごく男前になったなぁって思います。

あたしが忠義のこと好きになったのが

MAO時代で。

なんか２ちゃんねるとかでMAOに忠義とﾏｰｼｰは

いらないみたいに書かれてた時期で。

あたし的には否定も肯定もしなかったんだけど。

うーん。

でもぶっちゃけMAOに忠義が居たことで

忠義を好きになれるきっかけが出来たから

嬉しかったのかもなぁ。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.01.24 Sat ダウン中。

こんばんわんつー。

大倉担まひるですけどもー。

えぇ、実は21日から風邪をひいて

寝込んでいます。

今もベッドの中から携帯でﾊﾟﾁﾎﾟﾁやってる次第でして。

今日になって熱は下がったんですが

元々喘息気味なので

咳がひどく起きていられない状態です。

ホントにすみません。(ﾉД`)

インフルエンザではなかったのですが

パパンとママンがインフルエンザにかかってまして。

なのであたしもいつそれをもらってしまうかもわからないわけで。

とりあえずヒナﾁｬﾝの誕生日までには復活予定なんですが

予定は未定です。

なるべく早く復帰出来るように努力します。

ホントにすみません。

まひる。



2009.01.26 Mon 27th!!!!

HAPPY BIRTHADAY
SHINGO MURAKAMI
27th!!!!

ヒナﾁｬﾝ、２７歳おめでとう。

ｴｲﾄのおかん的存在のヒナﾁｬﾝももう27歳なんだね。

1年なんてあっという間なんだなぁって改めて思います。

毎年お祝いの言葉を書けることがすごく嬉しくて

励みにもなります。

ありがとう。

これからもヒナﾁｬﾝらしさを失わず

たくさんのことを吸収して頑張って欲しいなぁ

って思います。

ヒナﾁｬﾝにとって幸せな一年になりますように。

2009.1.26
福原まひる。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.01.28 Wed １０円足らず。

大倉担まひるですけどもー。

ﾔｯﾌﾞｧｲ。

風邪から生還しました。（笑

ﾏｼﾞね、昨日まで相当しんどくて

ﾎﾝﾄにﾌﾞﾛｸﾞだとか仕事だとかエイトだとか

それどころじゃなくて

死に掛かってました。

なんか絶対棺おけに片足は入ってたと思われー。(;∀;)
なんか熱が下がったからお風呂入ったら

更に死に掛かるし。

まぁね。でも今日いいの。

理人ｻﾏが見れたから♡

（↑メイちゃんの執事がﾄﾞﾂﾎﾞ。

もう水嶋ﾋﾛくんがｶｯｺｲｲし。

あぁ。あんな執事が欲しいと思う今日この頃。

あたし的には忠義に執事やってもらいたい。（ﾆﾔﾘ

「かしこまりました。まひるさま。」と言って

最後ｷﾗｰﾝとｽﾏｲﾙ。

絶対似合う♡

あぁ。メイちゃんの執事に忠義も出てたらなぁ。

うーん。でも理人役はﾎﾝﾄ水嶋ﾋﾛくんのために

あるようなﾊﾏﾘ役だよねぇ。

もうむっちゃｶｯｺｲｲ♡

ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ｱｧﾊｱｱｧｧ━━*´Д
｀*━━ｱｧﾝ!!



なんか死に掛かってるのに銭ｹﾞﾊﾞとか見たら

更に死に掛かるし。

松ｹﾝが怖い···｡

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
すっごい話がどす黒い感じの暗さで。

暗い。重い。怖い。

なんか毎週これを録画して見るとあたしたぶん無になると思うよ。（笑

ﾎﾝﾄに松ｹﾝって演技派の俳優さんだよねぇ。

役によって全然空気が違うもんね。

なんか最近若い俳優さんが面白い。

で、風邪の影響かﾁｭｰﾄの徳井さんにもっそいときめいた。(笑
なんかｳﾞｫｲｽも見たし、ﾚｽｷｭｰも見たし、

でも仕事人も見てないし、歌のおにいさんも見てない。

で、徳井病。(笑
あと最近ｵｰﾄﾞﾘｰの春日が大好きで。(笑
もう見てるだけで幸せになれる。

（↑ｸﾞﾘﾑｽ２本目。



(↑のど飴とﾏｽｸと風邪薬。

しかも昨日、風邪薬が終っちゃったので

新しくもらいに行ったらお金が１０円足りなくて

もっそい恥ずかしかった。

で、今日残りの１０円を払ってきた。(笑

（↑ﾔｽｹﾝの５巻とほんまに関ｼﾞｬﾆ∞!!の４巻。

うー。

ちなみに今、お腹下し中。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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2009.02.01 Sun 本格復帰。

大倉担まひるですけどもー。

今日、おじいちゃんの一周忌があって

仕事はお休みです。

一周忌の方はさっき終って帰ってきて

３日ぶりぐらいに 立ち上げてます。

なんかずっと体調悪くて今日もお寺に着いたら

貧血気味でｸﾗｸﾗっとして倒れるかと思った。(;∀;)
なんかもうずっと 触る元気もなくて

家にいる時はひたすら寝てた。

あ。そ、そ。

あたしがｸﾞｯﾀﾝｸﾞｯﾀﾝしてる間に届いた忠義ｿﾛｺﾝｸﾞｯｽﾞ。

（↑Tｼｬﾂ３種類とﾀｵﾙとﾊﾟﾝﾌ、うちわ、写真。

その前に届いてたﾔｽｹﾝDVD-BOX。



（↑これまだ開けてないんだよねぇ。

なんか１週間以上もｸﾞｯﾀﾝｸﾞｯﾀﾝしてたから

特に書くこともなくて。

なんかしかもせっかく風邪が回復しつつあるのに

ﾊﾟﾊﾟﾝがまた風邪ぶり返してるし。

ﾎﾝﾄ、えぇぇぇぇぇぇぇえｰｰｰｰｰｰｰｰ!!!!!って感じですんません

いや、いや、あたしは風邪ぶり返したんじゃなくて

ずっと風邪が治らなかっただけでし

昨日までｾﾞｰｾﾞｰ言ってただけよ。(笑
咳止めだけで３種類飲んでたからね。

どんだけ咳でるのー???
なんか風邪のひき始めの時、

３日間熱で体痛いし、咳はひどいしで

眠れなかったからね。

ﾎﾝﾄにしんどすぎて眠くないの。（笑

だからもう１日がすっごく長く感じて。

で、未だに風邪のせいで味覚が戻ってないの。

何食べても美味しくないの。

ﾎﾝﾄ重症なんだなぁ。

今回。

なんかね、あたしは１週間ぐらい寝込んだんだけど

ﾏﾏﾝはｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞだったのに２日目には普通に家事してたし。

あたし、絶対ﾏﾏﾝみたいな母親にはなれないなぁって思った。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.02.02 Mon non title

大倉担まひるですけどもー。

なんかどうもお腹痛いなぁって思ったら

女の子の日になりまして。

最近あんまりお腹痛くならなかったから

久々に薬飲みました。

最近、亮ﾁｬﾝの顔を見ると心が痛みます。(;∀;)
なんか偶然であって欲しいけど

あまりにも似すぎてるんです。

ｼｮｯｸです。

なんかこの気持ちは拭えるんだろうか???

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.02.03 Tue 亮ﾁｬﾝの思い。

大倉担まひるですけどもー。

前ｴﾝﾄﾘｰで書いた亮ﾁｬﾝのことについて

書きますね。

NEWSのｱﾙﾊﾞﾑ「color」に入ってる

亮ﾁｬﾝの作った曲「ordinary」がACIDMANの曲に似てるって件です。

似てると言われてる「ｽﾛｳﾚｲﾝ」と「FREESTAR」を

今日聴いたんですね。

ﾎﾝﾄにすごく似てるんです。

盗作とか言われててﾎﾝﾄにﾎﾝﾄに

つらかったんです。

でも某ｻｲﾄの某ｺﾒﾝﾄを見て納得出来ました。

亮ﾁｬﾝがACIDMANをすごく好きなのは有名な話ですよね。

で、あたし、今回の亮ﾁｬﾝの「ordinary」を作った経緯とか

恥ずかしながら全く知らなかったんです。

亮ﾁｬﾝは今回の曲を作るに当たって

亮ﾁｬﾝ曰く、この曲は

「自分の好きな要素を全て詰め込んだ曲」とのこと。

亮ﾁｬﾝがこうゆうｺｰﾄﾞ進行やﾒﾛﾃﾞｨ展開が好きで

ACIDMANの影響を多大に受けてるんだろうなぁって。

そこのｺﾒﾝﾄにもありましたが

亮ﾁｬﾝはACIDMANを好きなことを公言してる。

自分の好きなｱｰﾃｨｽﾄの曲を盗作するなんてあり得ないって。

そうですよね。

なんか一瞬でも疑ったあたしがﾊﾞｶでした。

好きだからこそ偶然が生んだ産物なのではないでしょうか???
なんかあたしはこの方のｺﾒﾝﾄを読むまでは

もう亮ﾁｬﾝのことを好きって言えないんじゃないかって思ってました。

でも良かったです。

亮ﾁｬﾝがどういった思いで作った曲なのかも

わかったし、また亮ﾁｬﾝを信じられます。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.02.05 Thu うたかたの夢。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰの件でたくさんｺﾒﾝﾄいただきました。

それで一端非公開の記事にしたんですけど

やはりそれだとあたしらしくないなと思って

また公開しました。

あたしは亮ﾁｬﾝはやましいことをしてるとは全く

思ってません。

確かに似てるけど

好きなｱｰﾃｨｽﾄの曲、聞き込んでいればいるほど

無意識に似てしまうこともあると思います。

まぁ、似てしまった時点でｱﾙﾊﾞﾑに入れるべきでは

なかったと思いますが。

やっぱりACIDMANのﾌｧﾝの方や関係者の方々には

悲しい思いをさせてしまったことは事実ですし。

このことをﾌﾞﾛｸﾞに書くべきではないと言う

意見もいただきました。

でもあたしには事なかれ主義には

出来なかったんです。

それでなくてもｼﾞｬﾆｰｽﾞは事なかれ主義じゃないですか???
やましいことをしてなくても

でも亮ﾁｬﾝにはこれからはｵﾘｼﾞﾅﾘﾃｨｰ溢れた曲で

勝負して欲しいなって思います。

つたない文で亮ﾁｬﾝの気持ちを代弁できたとは

思えませんがこの件はこれで書くのやめます。

読んでくださってありがとうございました。

さてさて話変わって。

「鏡花水月」です。

もうﾎﾝﾄにPVの出来が素晴らしくて



感動しました。

月ってﾎﾝﾄに神秘的だなぁって思ったし、

水溜りの中、ﾀﾞﾝｽする姿も

すっごいかっこよかったし、

もう最高です。

「涙枯れるまで」もすごくいい曲でこりゃしばらくｴﾝﾄﾞﾚｽﾘﾋﾟですね。

でも鏡花水月で忠義が首から下げてる紐が

あたしにはｼﾏﾍﾋﾞにしか見えません。(;∀;)

で、昨日のﾃﾞｻﾞｰﾄ。

(↑ゆずのﾃﾞｻﾞｰﾄです♡

あんまり期待してなかったんだけど

結構美味しかった♡

2層になってて上がゆずｾﾞﾘｰで下がﾑｰｽみたくなってました。

亮ﾁｬﾝのことでだいぶ心痛めてます。

なのでそっとしておいてください。

勝手ですみません。(;∀;)



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.02.06 Fri 愛に生きて

大倉担まひるですけどもー。

そういや久しくﾚｺﾒﾝ聴いてないなぁと

思って時計見たら２４時５０分。

来週でいいやと思って結局聴かず終い。

だってﾗｼﾞｵの電池なくてｺﾝﾎﾟのﾗｼﾞｵは壊れてるし、

後はﾈﾄﾗｼﾞしかなかったんですもん。(;∀;)
立ち上げて設定とかしてたら

結局５分ぐらいしか聞けないしと思って。(;∀;)
安いﾗｼﾞｵ買おうかなぁ。

つーかｶｾｯﾄが聴きたいんですけど

今の時代でもﾗｼﾞｶｾって売ってるの???
素朴な疑問。

ﾀﾊﾞｲ。

異常なぐらいに「鏡花水月」と「涙枯れるまで」に

ﾊﾏってるんですけど

なんかすっごい心地よいんだよねぇ。

なんかﾒｲｷﾝｸﾞにもWebにも載ってたんだけど

忠義がﾁｬｯｸ開いてるって言われてる姿に爆笑。

(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲ。
ﾎﾝﾄ２曲ともいい曲だよね

あたし、松岡くんが踊ってるの見るのはﾌﾟﾚｿﾞﾝ以来よ

その時のﾌﾟﾚｿﾞﾝって松岡くんとｲﾉｯﾁと大野くんのﾄﾘﾌﾟﾙｷｬｽﾄで。

あたしも空（＠章大）も見たいって言ったのは

松岡くんの公演で。

なんかその時も思ったし、

鏡花水月でも思ったんだけど全然踊ってなくても

やっぱり踊れちゃうんだなぁって。

なんかある意味忠義よりも踊れてる???
ｴｲﾄってがっつり踊る曲少なめだもんね。



そうそう、この間の法事の時に親戚のお姉ちゃんから

少年御三家のﾗｲﾌﾞﾋﾞﾃﾞｵもらったの。

これたぶん知ってる人もっそい少ないと思うよ。

少年忍者と男闘呼組と光GENJIの３組のことを言うんだけど

あたしも知らなかったもん。

そんなわけで今からそのﾋﾞﾃﾞｵを見ようと思います。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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2009.02.10 Tue にゃんにゃ。連呼。

大倉担まひるですけどもー。

なんかここ数日すごく疲れていて

ﾌﾞﾛｸﾞ書く気にもなれず。（ﾁｰﾝ

なんかしかも水嶋ヒロくんに夢中なため

忠義への気持ちもうっすら。(;∀;)
なんかしかも徳井さんに夢中なため

忠義への気持ち、更にうっすら。(;∀;)
もうだってﾎﾝﾄ無理!!!!!
火曜日は絶対メイちゃんの執事見るし、

月曜日はしゃべくり００７見ちゃうもん。

ﾔｯﾊﾞｲ。今日のしゃべくり００７の酔っ払った徳井さんが

可愛すぎて♡

なんかお酒の弱い男の人って可愛いなって

思っちゃうんだよねぇ。

たぶんあたしがすっごいお酒強いからかなぁ。

顔真っ赤になってるとｷｭﾝ♡ってなっちゃう。

でも今日１番笑ったのは宿題くんの

翔ﾁｬﾏだけどね。(笑
あのﾈｺの着ぐるみも可愛かったんだけど

ﾈｺ言葉が全く通じず。(笑
にゃんにゃ。（ﾅﾝﾊﾟ）をひたすら連呼する櫻井翔。

ﾏｼﾞﾂﾎﾞにﾊﾏって爆笑。

にゃんにゃんにゃにゃにゃにゃにゃ。（南京玉簾）（爆笑

また月曜日ってZEROとのｷﾞｬｯﾌﾟがいいよね???
今日はﾎﾝﾄ櫻井翔、大活躍だったね。

あぁ。笑ったなぁ。

ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ、櫻井翔

疲れてるので寝ます。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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2009.02.11 Wed はぁ。もう無理。

大倉担まひるですけどもー。

今日、仕事から帰ってきて

ﾏﾏﾝと２人でご飯食べながら語りに入ってしまって

２時間ぐらいあーでもないこーでもないと

話つつ。（笑

あたしの生い立ちの話になったりもして。

あ。でもそんな暗い感じじゃなくて明るい感じで。

で、昨日のメイちゃんの執事ね。

ﾔｯﾌﾞｧｲ。死ぬかと思った。

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! ♡

もう水嶋ヒロくん最高!!!!♡
あたしの中で今萌え打率もっそい高い人。

もう毎日車のCM見ながらｷｭﾝｷｭﾝしてるもん。

はぁ。もう無理!!!!!
なんでもりじの時もｲｹﾊﾟﾗの時も

普通だったんだろ???
なんか好きでちょいちょい出てるﾄﾞﾗﾏは見てるのね。

でも好きって言ってもちょっと気になるぐらいで

今みたくﾏｼﾞじゃなかったんだよねぇ。

なんか昨日とか理人が忍に「傷つけてるのは俺か???お前か???」って

言われてるとこと理人がメイちゃんを後ろから抱きしめてるとこは

ﾏｼﾞﾔﾊﾞかったね。

なんかﾏﾒｼﾊﾞがメイちゃんのこと好きですごく一生懸命じゃない???
なんかそれもｷｭｰﾝってなるんだけど

でも理人とメイちゃんがうまくいって欲しいから

そのﾏﾒｼﾊﾞさえもｳｻﾞくみえるってゆーね。（笑



あたしは重症ですか???
でもﾏﾒｼﾊﾞってあだながすごく好き。(笑

JUGEMテーマ：水嶋ヒロ

http://jugem.jp/theme/c78/348/


2009.02.12 Thu お尻も隠そうね&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

なんかそういや書かなかったけど

ﾌﾗﾌﾗがｹﾞｽﾄ出演するﾗｲﾌﾞがあったり

博貴のﾗｲﾌﾞもあったりで。

いろいろ決まったりしてそれのどこにも

着いていけてない自分に駄々凹み。

今、あたし何も予定ないもんね。(;∀;)
でも春ｺﾝあるかなぁって密かに思ってるんだよね。

あってもたぶん行けないと思うんだけど。(;∀;)
まぁ、詳しくは日程出てみないとなんとも言えないんですが。

なんかでも決してｴｲﾄ離れしてるわけでもないし、

あたしはあたしのﾍﾟｰｽで。

昨日、いいともとはなまるを録画するかもっそい迷って

結局HDDの都合ではなまるしか録画しなかったのね。

上ﾌﾟ(○´艸`)ｶﾜｲｲ♡
あたし、ｽﾄｲｯｸな人好きなんだよねぇ。(笑
とか言ってみる。(笑
普段ｽﾄｲｯｸという言葉からまるでかけ離れた人のこと

好きですが何か???
なんか忠義にないものを求めてみる???(笑

あ。そういえば禅寺修行のやつ見たよ。

もっそい忠義がﾍﾀﾚすぎて。

なんかもっそいせこいんだ。

水汲みとかもっそい水少なめに汲んでくるし。（笑

座禅も組めなきゃあぐらもかけないヨコにもウケるけど。

なんかしかも入浴ｼｰﾝとかもあったんですが

忠義さん。確かに肌色のﾊﾟﾝﾂはいてるけど

お尻の方も隠そうよ。



なんか前だけ隠してるんだもん。

どんだけｵｰﾌﾟﾝなんですか???
やっぱｴｲﾄはﾛｹ最高だね。

なんか真剣にやってるの笑っちゃいけないって思うけど

めっちゃ面白い。

ﾍﾀﾚであればあるほど面白い。(笑

明日も仕事なんでそろそろ寝ますか。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.02.13 Fri 金ﾊﾟにしたい件。

大倉担まひるですけどもー。

肩こりがひどくて首も頭も痛いです。(;∀;)
それでなのか歯も痛むし、耳も痛むし、

体調最悪です。(;∀;)

KAT-TUNのｼﾝｸﾞﾙ買いました

しかも３種類全部です。

これいつものことなんですけど。

あたしY&Jは全部買うようにしてて

でもNEWSのｼﾝｸﾞﾙでなんだったか忘れたけど

１種類持ってないのがあるんですよね。

この当時はNEWSは全部買うつもりなくて。(苦笑

で、今日帰ったら青封筒が届いてて

ﾊﾞﾋﾞりました

普通にエイトかと思った。(笑
冷静に考えたらKAT-TUNですよね。(笑
どんだけ青封筒に過敏になってるんだって話ですよねぇ。(笑
もっそいﾁｷﾝですまねぇ。(;∀;)

なんか神の雫が全然視聴率よくないみたいですねぇ。

あたしは一応見てるんですけど

やっぱり亀ﾁｬﾝ出てなかったら見ないもん。

なんか田辺誠一が不気味で。（笑

ちょっと危ない人に見えるもん。

全然話面白くなくて。

一昨日はちょっと面白かったんですけど

見ててｳｻﾞｲ人が多すぎる。

で、ぶっちゃけ今、KAT-TUN人気ってどうなんですか???



やっぱり一時期に比べたら落ちてるよね???
最初が勢いありすぎたからねぇ。

やっぱ最初は微妙なぐらいがちょうどいいのかもね。(笑
嵐とかエイトとかみたく。

（↑失礼極まりない人。

嵐とかﾎﾝﾄすごいよね???
あたし相葉ﾁｬﾝの写真とかうちわ、めっちゃ初期の頃から持ってるんだけど

なんかもっそいぶさかわいい。(笑
あたし、基本的に顔じゃなくてｷｬﾗで選んでるから

もっそいなんで???っていうﾌﾞｻめぐらいが好きな瞬間

すっごいあるの。(笑
あたし、すっごい天然好きなのね。

だから自担に顔の一貫性ってなくて

昔からもっそい天然な人が好き。

なんかﾎﾞｻｰっとしてればしてる程好き。(笑

なんか疲れちゃって今日は早く寝ようかなぁって思ってるんだけど

結局この時間。

あ。あたし、全く、「報道ｽﾃｰｼｮﾝ」の話知らなかったんですけど。(;∀;)
厳密に言えばﾃﾚｶﾞｲの取材ですよね???
なんかちょっとしか映らなかったって聞いたんですけど

でもやっぱり見たかった!!!!!

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! ♡

ﾚﾎﾟ探そうー。

忠義の様子が知りたいし。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
しかもCan!ｼﾞｬﾆがどこからどこまで録画出来てるのかも

わからないんですけど。(;∀;)
なんかうちのﾚｺｰﾀﾞｰ、山梨のTVに対応してなくて

なんの番組か普通録画したら



ﾀｲﾄﾙとか出るでしょ???
うちの出ないんだよねぇ。

だから何を録画したのか全然わからなくて。

しかもTVの画面小さいし。(笑
早く新しいTV欲しいなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.02.13 Fri 耳鼻科か歯科か。

大倉担まひるですけどもー。

帰ってきてからHDDの編集してたら

結局今の時間に。

結構ｽﾍﾟｰｽ空けたから２〜３週間は大丈夫かと。

でも全然わけわかんないやつとか入ってて

それが仕事人の番宣なのかもわかんなくて

とりあえず放置。

また時間のある時にじっくり見たいと思います。

もう今日は限界です。(;∀;)

あ。やっと「雪の女王」見終った。

（↑韓国ﾄﾞﾗﾏ。

最後、号泣だったんですけど。(;∀;)
いやぁ、この終わり方の韓国ﾄﾞﾗﾏは初めてだったなぁ。

で、１６話で最終回だったんですけど

実はこのﾄﾞﾗﾏ、総集編があるらしいんです。

見たい!!!!(ノД`)
で見れるみたいなんですけど

お金がかかるんですよねぇ。(;∀;)
メイちゃんの執事も１話を見てないので

見たいなぁって思ってるんですけど

これもお金かかるし。

ひっそりこっそりDVD-BOXを買おうかと思ってるんですけど。(笑
あたしがｼﾞｬﾆ絡み以外で初めて欲しいと思ったﾄﾞﾗﾏです。

最近仕事辞めたいんですよねぇ。

でも働く場所があるだけ有難いのかなぁと思うと

一歩を踏み出せません。

まぁ、本気で辞めたいと思ってるわけでもないんですけど。

ただ最近ﾎﾝﾄに疲れていてなんか精神的にﾔﾊﾞｲかなぁって



不安で。

なんかいつも病む時って仕事的に

煮詰まってる時だから怖いんだよね。

自分が欝だなぁって思う瞬間。

愛想笑いのできない自分。

前は普通にできてたのに欝になってから

できなくなった。

だからつまんないとﾎﾝﾄにつまんない顔しちゃうの。

それいつも職場で怒られるんだけど

そのたびに接客向いてないなぁって思う。

特に睡眠薬大量に飲んでるから常に眠たい顔してるし。

でもそれを言い訳にしたら仕事クビになると思うし。

難しいなぁって思う。

そうそう、前ｴﾝﾄﾘｰのﾀｲﾄﾙが「金ﾊﾟにしたい件」だったでしょ???
あれね、ﾄﾞﾗﾏの「赤い糸」で美亜が中学の入学式で

金ﾊﾟだったでしょ???
あれがすっごいｶﾜｲｲなぁと思って

あんな風な金ﾊﾟにしたいなぁって。

金ﾊﾟにしてﾈｲﾙもやってもクビにならない仕事がしたいと

思うまひるたそです。(;∀;)

奥歯が痛くて耳も痛い。

でもそんなに痛いわけじゃなくて

ちょこっと痛むの。

歯が痛いかどうかわからないぐらい。(笑
耳かなぁって思えるぐらい。

ﾀﾓｽﾃ見てます。

ずんのすけさんの駄洒落は卒業した方がいいと思います。（笑

もっそい空気が凍結する。(笑
あれね、まだ田口さんのこと好きだから

多少は我慢できるのね。

でもなんとも思ってない人から見たら



本気で寒いです。(;∀;)
だからこれを機会にやめましょう。（笑

なんか久々にﾊﾞｯｸにｼﾞｭﾆｱがついてるの見たなぁ。

聖の弟って聖のﾄﾞﾗﾏに出てたよね???
その時、全然顔わからなかったんだけど。(;∀;)
なんかずんのすのお姉ちゃんが高校生の時、

から騒ぎの高校生SPに出てたってのも聞いたことある。

残念ながらあたしは見たことないんだけど。

って最近KAT-TUNの話多くない???(笑

あ。今日は仕事人と歌おにですね。

なんか先週は源太ﾁｬﾝの出番が少なかったんで

今週は多かったらいいなぁって思います。

で、今日はJ-ROCKが始まりましたね。

なんかきっとすばﾁｬﾝは今が楽しくて仕方無いんだと思います。

あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

見たいなぁ。

あ。そろそろ仕事人の準備します。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日1ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.02.14 Sat 忠義に贈る。ﾊｯﾋﾟｰﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

ﾊｯﾋﾟｰﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ♡

全然ﾊｯﾋﾟｰじゃないけど。(;∀;)
世界の恋してる人すべてに

送ります。

あたしも気持ちは忠義に向いてますよ〜♡

最近はすっかり水嶋ヒロくんに心奪われてたんですが

今日ばかりはやっかし大倉忠義LOVEでいきたいと思います♡

だってだって昨日の仕事人かっこよかったんですもん。

なんか久々に忠義にときめいた

なんかだって最近ﾍﾀﾚ＝大倉忠義だったじゃないですか???
まぁ、たぶん今日もCan!ｼﾞｬﾆでﾍﾀﾚな大倉忠義を披露してたと

思うんですけど

やっかし男前な大倉忠義だって見たいじゃないですか???
まぁ、ﾍﾀﾚはﾍﾀﾚで可愛いんですけど。(笑
で、今日ぐらい忠義に気持ちを伝えたいと思います。

Dear　大倉忠義様。

お仕事お疲れ様です。

いつもｶｯｺｲｲだけの忠義じゃないけど

あたしはそんな忠義も大好きです

いつも会いたくて泣きそうになるけど

でも会えない日が多いからこそ

会えた時はすごく嬉しいし、

TVで頑張ってる姿見れるだけでもあたしは幸せだなぁって

思います。

最近は個人での仕事も多くて

すごく頑張ってるなぁって思います。



時々ﾍﾀﾚでﾜｶﾞﾏﾏ言ってる姿も見るけど

あたしは忠義のｽﾀﾝｽが好きだし、

またそれで笑いがとれてたらいいなぁって思います。

忠義は忠義らしく。

あたしはそんな大倉忠義をこれからも

ずっとずっと愛し続けていきます。

Tadayoshi I Loved.

ただあなたに逢いたくて。

ただあなたの瞳に映りたくて。

あなたの声が聞きたくて。

あたしの最愛の人。

From　福原まひる。

うーわ。

照れくさー。(U。-(ェ)-。U)ポッ

でも昔は結構こうゆうこといっぱい書いてたよね???
若気の至り???(笑
ってわけでもないけど

でもこれからも自分の気持ちに正直に書いていきたいと思う。

あたしは何があっても忠義の味方でありたいと

思うし、信じていきたいと思う。



恋は時々盲目にさせる力があるけど

でもあたしはちょっと冷静かなぁ。(笑

大好きだけど。

大好きだけど。

愛してるけど。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.02.15 Sun ご機嫌なお目覚め。

大倉担まひるですけどもー。

ちょっと時間ができたのでﾌﾞﾛｸﾞ更新。

なんか働いても働いても自由になるお金が少ない。(;∀;)
家に食費として数万入れてるし、

あたし欝で保険に入れないから何かあった時のために

毎月数万。

毎月の通院に１万〜１万５０００円。

それで残りのお金で携帯代や家の電話など

払うと手元に残るのは５〜６万。

雑誌で１万。これで洋服とか買った日にゃ終わる。

全然エイトコンどころじゃないらしい。

なんかどうにかこの生活を打破したいんだけどなぁ。

なんか前は保険に入ってたからその数万も

自由になるお金だったんだけど。

ﾎﾝﾄは病気治せば保険にも入れるし、

通院にかかるお金も必要なくなるし、

それが１番なんだけど

なかなかそう簡単にはねぇ。

うーん。頑張って働きます!!!!!

あ。なんか昨日、ﾔ○ｵｸ見たら忠義の２００４年のｸﾘﾊﾟの

うちわが５０００円になってた。

結局最後いくらになったかは知らないんだけど

４０入札以上あってびっくりした。

うちわに５０００円って!!!!!
あたしは確かそれ持ってるんだよね。

それは持ってるんだけど

でも１ｺだけ持ってないやつあって。

前にそれがﾓﾊﾞ○ｸに出ててもっそい欲しかったんだよなぁ。（笑



そういえば今年はｶｳｺﾝのうちわってWeb販売ないのかなぁ。

実はひっそりこっそり楽しみにしてるんですけど。(笑

あ。じゃ、そろそろ仕事に行く時間なんで。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.02.17 Tue 大倉家のﾌｧﾝです&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

昨日はとにかく眠くていつもより早めに

寝ました。

それでも深夜２時ぐらいですけど。(笑
しかも２時ってゆーのは予測で

実際には何時に寝たのか覚えてません。(;∀;)

今日、しゃべくり００７がなくて深ｲｲ話SPだったんで

あんまり徳井さんが見れなくてｶﾞｯｶﾘです。(;∀;)
まぁ、一応見れたには見れたので良かったんですけど。

と、とっくんにｷｭｰﾝ♡となってるあたしです。

最近ふっと笑ったこと。

nepiaのﾃｨｯｼｭの名前が「nepi nepi」なこと。(笑
ﾈﾋﾟﾈﾋﾟって何???
ｶﾜｲｺぶってんじゃねーぞ。

えぇ。毎日鼻かんだりお世話になってるんですけども。

今月、もう１７日じゃないですか???
あたしさっき携帯の送信ﾒｰﾙ見たんですよ。

な、なんと５通。

５人じゃなくて５通。（笑

もうﾎﾝﾄに忙しくてﾒｰﾙ送ってる時間とかなくて。

その５通も２通は空（＠章大）で。

その他３通も急いでるﾒｰﾙで

全然時間がありました的ﾒｰﾙじゃないのね。

１通は仕事のﾒｰﾙだし。

もうﾎﾝﾄ、お友達のみなさん、ｺﾞﾒﾝなさい。

あたし、ﾎﾝﾄにﾏﾒじゃないんですよ。



こんなんだから彼氏とかできないんだろうなぁって。(笑
あ。でも彼氏がいた時はﾏﾒにﾒｰﾙしてた。(笑
その時は今程忙しくなかったし。

それに今、週４日が仕事が２１時過ぎまであるのね。

前は週３日だったんだけど。

だから朝ゆっくり寝ていられるんだけど

帰ってくるのが２２時ぐらいだから

それからお風呂入ったりしてると

やっぱり１日が全体的に夜中にずれこむよね。

なんかお医者さん的には

１日の生活はやっぱり朝早く起きて

仕事行って夕方に帰ってきて１９時ぐらいにご飯食べて

２４時前には寝るって形にした方がいいらしい。

あたしみたいな生活送ってるとますます夜眠れないみたい。

なんかお友達のﾌﾞﾛｸﾞで知ったんだけど

ちょっと前に忠義ﾊﾟﾊﾟがTVに出てたみたいね。

もちろん鳥貴族絡みで。

あたし、忠義ﾊﾟﾊﾟのこと知った時、ﾎﾝﾄに感動したのね。

なんか１代でここまで会社大きくするってすごいことだなぁって思ったし、

で、鳥貴族に行って忠義ﾊﾟﾊﾟのお客様への思いを知って

ますます感動して。

忠義ﾊﾟﾊﾟってすごい人なんだなぁって思った。

そんな家庭で育てられた忠義に間違いがあるわけないって

思ったしねぇ。

なんかだからあたしは忠義ﾊﾟﾊﾟ含め大倉家のﾌｧﾝなの。

そんなわけで大倉家に嫁に行きたいんだよねぇ。(笑
ﾏｼﾞで。ﾏｼﾞで。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.02.17 Tue そろそろｼﾃｨｰﾎﾞｰｲ返上???

大倉担まひるですけどもー。

お昼に起きて 行ってきました。

案外帰ってきたのが早くて現在まったりとﾌﾞﾛｸﾞ書いています

なんか久々に昼間にﾌﾞﾛｸﾞ書いてる気がする。

あ。それで庭の梅の花が咲いてたんでお写真を。

（↑なんかわかりづらくてｽﾏｿ。

桜の木はたくさんあるから撮りやすいんだけど

梅の木は入り組んだとこに１本しかなくて

これ撮るのにもっそい畑に侵入した。（笑

で、結局ｽﾞｰﾑ頼りってゆーね

そういや今ｼｰｽﾞﾝ、 見ないのかなぁ。あたし。

１度降ったんだけど寝てて起きた時には が残ってなくて。

で、もうすぐ春でしょ???
見ない年なんてあるんだなぁなんて思ってます。

なんか新しい 欲しいんだよねぇ。

なんか今の が結構限界でまた起動に３分ぐらいかかるように

なっちゃって。

でも壊れたわけじゃないから新しい 買うわけにもいかず。



中古で売るには傷みすぎてるとゆーか。

そんなわけで後何年この を使うのかなぁって。

でも最近 って安くなったよね???
あたしが初めてﾏｲﾊﾟｿを買ってもらった時は

Win95が出た時で普通に２０万はしたもん。

今の も１８万ぐらいはしたと思う。

でも今なんて買おうと思えば７〜８万ぐらいで買えたりもするわけじゃない???
そりゃ新しいもの欲しくもなるよねぇ。（笑

最近前よりも忠義の話をしなくなりました。

前より好きじゃなくなったのか???と問われると

ちょっと答えに困ります。

そうなのかもしれないし、違うのかもしれないし。

自分でもよくわからないんですよね。

確かに前より忠義の話はしなくなってるし、

でも好きじゃなくなったわけでもないし。

大倉忠義さんのことを好きか???と聞かれたら

もちろん好きですと答えます。

なんかでも前より生活が忙しくて

あんまりエイト中心の生活ではなくなりました。

ちょっと寂しい話ですよね。

でもこれからもエイトを応援していきたいって思ってるし、

忠義を好きでいたいと思ってます。

常に全力じゃないかもしれない。

それでもあたしのﾍﾟｰｽであたしのやり方で

忠義を愛していきたいと思います。

なんか最近忠義の仕事への甘えが出てるのか

残念に思う時があります。

もちろんCan!ｼﾞｬﾆﾛｹです。

なんで他ﾒﾝは頑張ってるのに忠義には出来ないんだろうって思ったりも

しました。

でもあたし、子供の頃を思い出したんですね。

小学校の時、体育の時間で２階のﾍﾞﾗﾝﾀﾞから１階のﾏｯﾄの上に飛び降りる

所謂度胸試しみたいな授業があったんですね。

で、結構子供ってそうゆうの好きじゃないですか???
あたし、高所恐怖症なんですね。



だからもうﾎﾝﾄに怖くて結局飛び降りれなかったんですよ。

その時のことを思い出しました。

いくら仕事でも出来ることと出来ないことがあるって。

忠義にとっての岩茸ﾛｹは出来ないことのひとつだったのかなぁって。

だから忠義は忠義のｽﾀﾝｽで仕事してるわけで

甘えたさんなとこもある忠義だけど

あたしはそんな忠義を許そうと決めました。

まぁ、すぐ疲れたとか言うのは

えぇぇぇぇぇぇぇぇえｰｰｰｰｰｰ!!!!!

ってさすがのあたしでも思いますけど。(笑
そこまで忠義に甘くありませんよー

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.02.18 Wed 理人ｻﾏじゃなくちゃ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日はﾎﾝﾄ眠くてメイちゃんの執事の感想を途中まで

書いたんだけど疲れて果てた。(ﾁｰﾝ
今日も起きてからずっと眠くて

仕事中もﾎﾞﾝﾔﾘ。

ﾏｼﾞ帰ってきてもﾎﾞﾝﾔﾘ。

で、昨日のメイちゃんの執事。

もう理人ｻﾏがルチア様の近くにいるだけで

ｷｰｰｰｰｰｰｰｰｰｯﾂ!!!!!ってなるんですよ。

でももしあたしがルチア様の立場でも必死になりますけどね。

だって水嶋ヒロくんが自分に仕えてくれるんですよ。

うっきゃんきゃん♡

たまんねぇ。

(↑ちげぇし。

そりゃ必死になるよねぇ。（笑

でもメイちゃんがすっごく理人ｻﾏとルチア様のこと

心配してたじゃないですか???
もうメイちゃんが心配で。

理人ｻﾏのこと好きなんだなぁと思って。

そしてﾏﾒｼﾊﾞ。

すっごいすっごいメイちゃんのこと好きなんだなぁと。

なんかメイちゃんと２人きりになって

全然落ち着かないﾏﾒｼﾊﾞがかわゆす♡

そして最後のたみぃの裏切り。

なんか怪しいなとは思ったんだよね。

わざわざ理人ｻﾏがあの建物に呼ぶわけがない。

でもたみぃが好きだっただけにｼｮｯｸです。(;∀;)
来週からはメイちゃんに仕える理人ｻﾏが見れるかと思うと

やっぱり嬉しい♡



もう今日は少しでも早く寝たくて。

頭ﾎﾞﾝﾔﾘ。

明日も仕事だしねぇ。

JUGEMテーマ：水嶋ヒロ

http://jugem.jp/theme/c78/348/


2009.02.19 Thu うっきゃんきゃん&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

疲れたぁー。

なんか最近仕事してると胃が痛くなるんだよね。(;∀;)
どんだけおよわﾁｬﾝなんだか。（笑

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

で、ただﾁｬﾝのｿﾛｺﾝのｼｮｯﾌﾟ写をお友達が

買ってきてくださいまして♡

今日、家帰ったら届いてました。（ﾆﾊﾟｯ

まじで有難いです。

もうﾎﾝﾄいつｼｮｯﾌﾟ行こうか迷ってたから

めっちゃ嬉しかったよー♡

ただﾁｬﾝかわゆす♡

（↑これﾀﾞｽ。

あと今夜のﾃﾞｻﾞｰﾄ。



（↑高かったわりに普通。（笑

で、今日のアラシちゃんのﾊﾞｶｯｺｲｲPVがもっそい良かった。

あれ出来上がった映像だけ見てるとすっごいｶｯｺｲｲけど

ﾎﾝﾄに苦労したんだろうなぁって。

松潤の７７ﾃｲｸとかあたしだったら即ｷﾞﾚ。（笑

ﾎﾝﾄにすっごいなぁって思った。

あたし案外短気なんですよ。（笑

だから同じこと何回もやるのとか

ﾎﾝﾄ嫌いで。

なんか翔ﾁｬﾏ、ちょっとｲﾗっときてたよね???(笑
そうゆうとこも含めてあのPV作りは面白いんだろうけど。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.02.20 Fri WAO!

大倉担まひるですけどもー。

明日にかけて大雪になるそうで。(;∀;)
もう今ｼｰｽﾞﾝは雪降らないと思ったのにー。

ｴｸﾞｴｸﾞ (´Д｀lll)
とりあえず早めにお風呂入って

灯油もたんまり入れて準備万端にしておかないとねぇ。

で、忠義の写真入れるｱﾙﾊﾞﾑがもう５〜６枚しか

入らなくて買いに行ってきました。

でも途中道がぬかるんでてｲﾗっとしましたけどね。(笑
だからﾎﾝﾄは今日行きたくなかったんですけど

今日行かないとその道は再来週まで通る予定のない道なんで

今日しかない!!!!と思って行ってきました。

ようは暇なだけです。

なんか最近熟睡があんまり出来ないんですよね。

いや、してるんだけど朝すぐ目が覚めちゃう。

昨日も３時ぐらいに寝たんだけど

今朝７時に目が覚めてもっそい眠かったから

２度寝しようと思ったんだけど全然眠れなくて。(;∀;)
結局ﾍﾞｯﾄﾞの中でﾓﾀﾞﾓﾀﾞしてた。

なんなんだろね???
眠いのに眠れないって。

なんかあたしよく雑誌のお取り置き頼むんだけど

電話するじゃん???
そうすると「誰々が表紙のやつですか???」とか

「何月号ですか???」とか聞かれるんだけど

そんなの知らねぇっつーの。



だから「今発売になってるやつです。」って言うんだけど

何???
それはあたしが悪いのん???
買う前に誰が表紙とか何月号か調べないとﾀﾞﾒなの???
まぁ、何月号かって聞かれるのはまだなんとなく

わかるの。

でも表紙なんて知るか!!!!

先週の仕事人は結構忠義出てたよね???
もうむっちゃｶｯｺｲｲんだもん♡

今週も楽しみだなぁ。

しかも仕事人、６月まで延長!!!!
ぐはぁ。ﾏｼﾞですか???
（↑昨日書くの忘れた。（ﾁｰﾝ

鼻血もんです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.02.22 Sun J-ROCKﾂｱｰ決定。

大倉担まひるですけどもー。

今日は頭痛に悩まされています。(;∀;)
そんなわけで今日２回目の薬を飲みました。

今はちょっとﾗｸになりました。

なんか今日、忠義の写真引っ張り出して見てたんだけど

何度見ても男前♡

やっぱりあたしは大倉忠義のことが大好きなんだぁって思いました。

すごくすごく大切であたしの心の支えであり

尊敬出来る人。

これからもついて行きます!!!!!

で、朝、J-ROCKのﾂｱｰが決まったと聞いてたので

詳細が出るの楽しみにしてたんですけど

とりあえずｼﾞｬﾆﾈを見ろと。(笑
なんか行きたいなぁって思ってるんだけど

たぶん４月はお金に余裕ないんだよなぁ。

すばﾁｬﾝ、おめでとう。

ﾌﾗﾌﾗでﾂｱｰ周るのとエイトコンでﾂｱｰ周るのとは

全然意味が違うのかもしれないけど

でも今、すばﾁｬﾝにはたくさんのﾁｬﾝｽがあって

可能性があってやれるだけのことはやって欲しいなぁって

思います。



J-ROCKのみなさん楽しんでくださいね。

頭痛いんで寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.02.24 Tue あたしも座禅が組めません。（自首

大倉担まひるですけどもー。

今日、全然起きれなかった。(;∀;)
職場からの電話で目覚めた完璧に遅刻のあたし。

だってもっそい疲れてたんですもん。

昨日２３時まで仕事だったんですもん。

もう帰ってきた時にはｸｯﾀｸﾀ。

しかも足腰、肩が痛くてなかなか寝付けなかったし。

それなのに職場に行ったらもっそい怒られて

逆ｷﾞﾚしそうになったもん。

いや、誰でも遅刻ぐらいするでしょ???
しかもｻﾎﾞってたわけとかじゃなくて

仕事のせいじゃん???
なんか人が足りないとかそんなんだったら

怒られるのもわかるけど人も足りてるし、

そんなに怒られる要素がわからないまひるたそです。(;∀;)
とか言ってたら忠義に怒られそうだけど。(;∀;)

いやぁ、今日もしゃべくり００７を見て

ご満悦なあてくし。

もう徳井さんがｽﾃｷすぎゆ♡

あたし、宿題くんにﾁｭｰﾄが出た時とか２回も見てるのに

全然ﾂﾎﾞらなくてもうﾎﾝﾄ今更的な感じで

徳井さんにﾊﾏってます♡

しかもﾁｭｰﾄの２人が３０過ぎだということを

最近知りました。

全然見えない。

あたしのちょっと上ぐらいかなぁって思ってました。(笑
そうそう、それでｳｨｯｸﾞを益若つばさﾁｬﾝが紹介してて

あ。その手があった!!!!!と思ったので

あたしも金髪のｳｨｯｸﾞを買おうと思います。

福ﾁｬﾝの「さつまあげに似てると言われます。」って



めっちゃ笑った。

そっくりー。(笑

で、今日、職場でｱﾆﾒの「ﾌﾞﾘｰﾁ」を見てるか見てないかって話になって

あたし、なぜか見てないんですよねぇ。

今週から見ようと思います。

今日なんてｱﾆﾒのｷｬﾗ誰が好き???
みたいな話になって

Mくんは主人公に夢中になるﾀｲﾌﾟって言ってて。

あたしは完璧ｻﾌﾞｷｬﾗなんですよね。(笑
ﾜﾝﾋﾟｰｽだったらｻﾝｼﾞ。

ﾊﾝﾀｰ×ﾊﾝﾀｰだったらｷﾙｱ、もしくはｸﾗﾋﾟｶ。

ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙは未来からきたﾄﾗﾝｸｽ。

NARUTOだったらｻｽｹ。

って結局ｲｹﾒｿ好きってことなんですけど。(笑
で、Mくんが初めて悟空がｽｰﾊﾟｰｻｲﾔ人になった時

どう思った???って聞くから

「もっそいﾃﾝｼｮﾝ上がった!!!!!」って。（笑

それからﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙ話で盛り上がる。

あ。でもﾃﾆﾌﾟﾘだったら越前ﾘｮｰﾏかなぁ。

なんかｸｰﾙなｷｬﾗに弱いみたい。

でも現実はちょっとﾍﾀﾚなぐらいがちょうどいい。(笑
ただﾁｮﾝみたいに。

なんかちょっとすっとぼけてるぐらいが好き♡

なんかでも忠義のﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄって全然想像つかない。

食べて飲んで寝て???（笑

ぐうたらか!!!!!

時々、ﾎﾝﾄに時々ｼﾞﾑに行ってー。(笑
あとはｸｯﾁｬﾗﾊﾋﾟﾊﾋﾟ。←

まぁ、あとは女子と戯れてたりするんでしょうけど



なんか付き合ってる人がいたりして

それが芸能人だとつらいですね。

相手の顔が見えるわけで想像できちゃうから。

だから今月のｦﾀ誌がﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ＆ﾎﾜｲﾄﾃﾞｰ企画だったんですよね。

それでヒナﾁｬﾝのやつとか読んでると

どんどん凹んでくるんですよ。

あとじゅんのすのやつとか。

だから付き合うなら一般人と付き合って欲しいと

切なる願いです。

まぁ、ｸｯﾁｬﾗﾊﾋﾟﾊﾋﾟしてしまったものは仕方ないですけど。

（↑何???

で、今思ったんですけどあたし、体硬くて座禅が出来ません。(;∀;)
ヨコのこと笑ったんですけど失言です。

あたしは櫻井翔並みに体が硬いかと思ったけど

翔ﾁｬﾏは筋肉系じゃないですか???
あたしはヨコと一緒で脂肪系のｶﾞﾁｶﾞﾁくんです。(;∀;)
あたしってﾀﾞｻﾀﾞｻー。(;∀;)
もう痛くて足首もげそう。（笑

人のことだと笑ってるけど

結構自分も出来ないことってたくさんあるなぁと

思った瞬間でした。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.02.27 Fri 「ﾊﾟｽﾞﾙ」？

大倉担まひるですけどもー。

今日、休みなんだけど

午後から会議があって職場に行かなくちゃならなくて。

まぁ、夕方頃には帰ってこれると思いますけど。

あ。エイト、ｱﾙﾊﾞﾑ発売決定しましたね。

４月１５日発売で「ﾊﾟｽﾞﾙ」。

（↑ｶﾀｶﾅ表記なのか英語表記なのかはわからないんですけど。

初回盤の特典はｼｬｯﾌﾙPVDVDがつくそうで。

ｼｬｯﾌﾙﾒﾝﾊﾞｰは

丸ﾁｬﾝ×ヒナﾁｬﾝ

ヨコ×章大

すばる×亮ﾁｬﾝ×忠義

なんかこれｶﾞﾁでｼﾞｬﾝｹﾝで決めたそうで。

なんかあたし的に１番謎なのがやっぱすばる×亮ﾁｬﾝ×忠義の３人のとこ。

全然予想がつかない。

丸ﾁｬﾝ×ヒナﾁｬﾝは今までも２回ぐらい絡みあるし。

ヨコ×章大は三兄弟の流れとかもあるし。

亮ﾁｬﾝと忠義はtorn繋がりだけど

そこにすばるが加わるとどんなんだろう???って。

未知の世界だわー。

で、通常盤の特典にはｿﾛ曲がつくそうで。

楽しみ〜♡

早く知りたいのはお値段の方で。(;∀;)
朝、ﾁｪｯｸしたんだけどまだ予約やってるとこが

なくて値段がわからなかった。

まぁ、昨日の今日だし、こんなもんか。

なんか今回特典とかいろいろｴｲﾄﾒﾝが決めたそうで

楽しみも倍!!!!!



最近ﾌﾞﾛｸﾞ書く意欲がわかないの。(;∀;)
なんかとにかく毎日が忙しくて

仕事、仕事で書くことも浮かばないし。

結局今日も仕事だしね。

なんかﾌﾞﾛｸﾞ書く時間があったら少しでも寝たいって思うし。

なのに今日、無駄に早起きしちゃって。

私信＞＞

メイちゃんの執事のことでｺﾒﾝﾄくださった方、

ﾒｰﾙしたんですけどﾒｰﾙが戻ってきてしまうので

ご連絡遅くなってすみません。

あたしもメイちゃんの執事、録画してないんですよね。

お役に立てなくてｺﾞﾒﾝなさい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.02.27 Fri 知識を身につける。

大倉担まひるですけどもー。

今日、仕事行く前に「PUZZLE」予約しました。

もうめっちゃ楽しみなんですけど!!!!!
ｱﾙﾊﾞﾑなんてﾁｮｰ久々。

GWにｴｲﾄｺﾝあるかなぁって密かに思ってたから

J-ROCKのﾂｱｰがGWに入ってて

なんかでもそろそろ発表になっても良さそうだから

毎日がﾄﾞｷﾄﾞｷです。

すばるもﾚﾝｼﾞｬｰで言ってたけど

お金がー!!!!(;∀;)
ﾏｼﾞ発表はあって欲しいけど

お金がないんだよねぇ。(;∀;)
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
でも忠義に会いたい。

なんか１０月のｿﾛｺﾝで会ったから

まだそんなにすごく会ってないわけでもないのね。

って前なら今ぐらいの期間でもっそい禁断症状がおきてたと

思うのね。

でも最近年に２〜３回ぐらいしか会えてないから

多少の我慢は出来るようになっちゃったんだよね。

しかも今、毎週仕事人で見れるでしょ???
だから会いたいけど寂しくはない。

空（＠章大）も都合で「ｶｺﾞﾂﾙﾍﾞ」行けないとこだったんだけど

急遽行けることになって良かったなぁと思って。

もうﾎﾝﾄやっぱｴｲﾄｺﾝならその公演は見れなくても

次があるからいいやって思えるけど

個人活動はやっぱり後がないし、

絶対行って欲しいって思ってたから

ﾎﾝﾄ行けることになって嬉しい。

自分のことのように嬉しい。



空、楽しんできてね〜♡

なんか忠義がTVｶﾞｲで知識をつけなくちゃって言ってたじゃない???
あたしも常にそう思って生きてきたんだけど

なかなか時間がなくて前進しないんだよね。

本だってたくさん読みたいし、

映画だってたくさん観たいし、

音楽もたくさん聴きたいし。

ｼﾞｬﾆ以外のﾗｲﾌﾞも見たいし、舞台も観たい。

去年、ｼｭｼﾞｭのｲﾍﾞﾝﾄに行けたのがすっごい嬉しくて♡

また今年も何かしら行けたらいいなぁって思ってます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日1ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.03.02 Mon ３月です。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、TV見ながらﾌﾞﾛｸﾞ書いてたら

消えやがりました。(;∀;)
再度書く気になれずふて寝しました。

今、右手の中指の第２関節のとこが切れてて

もっそい痛いんですけど。(;∀;)
ちょっと腫れています。

しかも絆創膏してないんですよね。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

昨日からﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽにﾊﾏってて

今日で４本飲みました。（笑

なんか無性にﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽとか野菜ｼﾞｭｰｽ飲みたい時って

ないですか???
体が欲するんです。

さてさて、ｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰも３月になりました。

やっぱり金ﾊﾟの章大が好きです。

黒髪でもﾔｽｹﾝの時みたいな感じだったら

全然可愛いんですけど

今、すっごいもさくないですか???
まぁ、自担のことを棚に上げやっすんのことを言うのも

どうかと思うんですが。（笑

えぇ。えぇ。

大倉忠義さんは今、すっごいもっさいですよ。

やっさいもっさいを踊ってしまおうかと思うぐらい

もっさいですよ。

なんか特にﾃﾚｶﾞｲのただちょんに残念感を覚えます。(;∀;)



しゅっとしてる方が好きなんです。（笑

だから仕事人は好きです♡

あ。そういえば、おｺﾝﾋﾞﾆに仕事人ﾗｲﾀｰが売ってて

もっそい欲しいんですけど

買うのはもっそい恥ずかしいんです。（笑

しかもﾀﾊﾞｺ吸わないし。

そうそう、それでﾊﾟﾊﾟﾝが唯一１週間の中で

見てるﾄﾞﾗﾏが仕事人なんです。

だからﾊﾟﾊﾟﾝ世代にも見てもらえるﾄﾞﾗﾏなんだなぁと思って

すごく嬉しくなりました。

改めて仕事人ってすごい作品なんだなぁって思いました。

で、ｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰを見たらヨコが痩せてる!!!!!（笑

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あたしの好きなヨコちょだぁ。

(*´Д`*)♥ ｶﾜｲｲ。
なんか卒業式っていいよね???
あたし、中１の時、３年の先輩にﾎﾞﾀﾝもらいに行ったもん。

すっごい人気ある先輩だったからもっそい急いで

ﾎﾞﾀﾝもらいに行った。（笑

さすがに第２ﾎﾞﾀﾝはもうなかったけど

ちゃんともらえたよ。

なんかそうゆう淡い経験とかいいよね。

ただﾁｮﾝにもそんな思い出あるんだろうなぁ。

高校はﾌﾞﾚｻﾞｰだったからそんな思い出もないし。（笑

しかも高校の時って学校に好きな人とかいなかったし。（笑

ｱﾎﾞｰﾝ(´・ｪ・｀)
なんかそういや、あたしの周りでは

同じ学校の人を好きっていう人居なかったなぁ。

寂しい???（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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すたぁさん
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すたぁさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｱﾙﾊﾞﾑ発売嬉しいですよね。

すたぁさんはｴｲﾄでは誰がお好きなんですか???
差し支えなかったら教えてください。

また良かったら遊びにきてくださいね〜♡
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2009.03.03 Tue 最近よく眠れます。

大倉担まひるですけどもー。

もっそい今日、手が冷たくて。

する手がかじかみます。(;∀;)
そろそろﾃﾝﾌﾟﾚを変えようと思ってるのですが

ちょっとめんどっちぃと思ってるまひるたそです。(;∀;)

今日、いつもより１０分ぐらい早く帰ってこれて

ｽﾏｽﾏのﾗｲﾌﾞに東方神起が出ることを思い出し、

慌てて録画ｾｯﾄしました。

でもTSU○YAの会員期限が切れるのが確か今日だったような。

更新って期限の１ヶ月後まで出来るじゃないですか???
それさえも超えてたような。

あたしのﾎﾟｲﾝﾄがぁー!!!!!
なんか結構溜まってたような···｡(;∀;)
ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

最近すっごいことを発明しまして。（笑

夕飯食べて寝る１時間ぐらい前に薬を飲むんですよ。

で、その３０分ぐらい後にじゃがりこを食べると

爆睡なんですよ。

ここ１週間ぐらいそれですぐ寝付けるようになって

調子がいいんですよ。

別に食べるものはじゃがりこでなくても

いいんですけど

ｼﾞｬｽﾄｻｲｽﾞなんです。たぶん。（笑

なので昨日もちょっと遅くまで起きてたんですけど

それやるとすぐ寝付けるから今日も

朝一で起きて 行って

午後から仕事でした。



あ。そういえば１日に亮ﾁｬﾝが高速で事故をおこしたとか。

なんか心配です。

さっき 立ち上げてﾔﾌｰのﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ見たら

載ってたんでﾁﾗっと見たんですけど。

はっきりしたことは言えないんですけど

亮ﾁｬﾝの前方不注意とか。

前の前の車まで玉突きみたくなったみたいで。

相手の助手席に乗ってた方が少し怪我をされたみたいで。

亮ﾁｬﾝには怪我はなかったみたいですけど

やっぱり事故となると相手もあることだし、

心配です。

たいしたことなく済むといいんですけど。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.03.07 Sat 亮ちゅわーん。(;∀;)

大倉担まひるですけどもー。

ちょっとの放置すみません。(;∀;)
異常に疲れていてﾊﾟｿに向かう元気がなかっただけです。

特に理由はないです。(笑

なんかﾚﾝｼﾞｬｰの亮ﾁｬﾝのとこに

今回の追突事故の謝罪文が載ってたじゃないですか???
なんか読んでて涙が出てきて。

で、さっき「僕らの音楽」にﾚﾐｵﾛﾒﾝさんが出てて

亮ﾁｬﾝの対談の時の映像と今回付け足したﾚﾐｵﾛﾒﾝさんへの

ｺﾒﾝﾄで亮ﾁｬﾝが出てたんですけど

また泣きました。(;∀;)
こうしてお仕事させてもらえてるってことは

相手の方も大きな怪我じゃなくて済んだのかなぁと

ほっとしてます。

もうとにかくそれだけが心配で。

お怪我された方の１日も早い回復お祈りしています。

今日、焼肉食べたんですね。

そんなに食べてないんですけど

後半吐きそうになって。

あたし、ｶﾙﾋﾞの油がどうも苦手のようです。

なんかここ１年ぐらいですっごい胃腸が弱くなりました。

すっごい吐いたり下したりします。(;∀;)
まぁ、もともと焼肉って得意じゃなくて

５切れぐらい食べれば十分なぐらいなんです。

お肉はﾊﾝﾊﾞｰｸﾞなら食べれるんですよ。(笑
後、鶏肉とか。

他は苦手です。

あ。ﾎﾙﾓﾝなら食べれます。(笑



あ。あたしまだｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰｹﾞﾄってなくて

明日届くみたいなんですけど

お友達から何点か写ﾒ送ってもらって見たんですけど

もっそい好きです♡

ヨコかな???
忠義のお尻に頭乗せて寝転んでたやつ。

ヨコが激しく羨ましい!!!!!
あのただﾁｬﾝのﾌﾟﾘﾝﾌﾟﾘﾝのお尻に頭乗せたいです♡

今まで膝枕の妄想はしたことあるけど

お尻は盲点だったわ。(笑
ただﾁｬﾝ＝ﾌﾟﾘｹﾂじゃないですか???
いや〜ん♡

で、今日も仕事人見ました。

源太ﾁｬﾝと作太郎の会話もっそいよくなかったですか???
源太ﾁｬﾝ、ちょっと涙ﾎﾛﾘときてましたよね???
そして今日の殺しの演出すっごくよくなかったですか???
特に源太ﾁｬﾝ。

花びらがﾁﾗﾁﾗと舞ってる中での殺し。

毎回、源太ﾁｬﾝの殺しの演出が微妙に違ってて

毎週楽しみです。

あとね、ﾗﾌﾞｼｬがもっそい面白いんです。

あたし１話から見てたわけじゃないんで

わからない部分たくさんあるんですけど

すっごい面白い。

あたし的には玉木宏さんと松田翔太さんが好きなんですけど

でもDAIGOも気になるし、谷原章介さんも気になるし。

玉木宏さんってちょっとｺﾐｶﾙな役が似合いますよね???
もうDAIGOとのﾀﾗﾁｬﾝ'ｽﾞの決めｾﾞﾘﾌが大好き♡

そうそう、緒川たまきさんとケラさんが結婚されたじゃないですか???



あたし東京に住んでる頃、すっごいﾅｲﾛﾝ１００℃のﾒﾝﾊﾞｰにお世話になったんです。

ﾗｲﾌﾞ仲間のMさんがケラさんの事務所で働いていて

それで時々舞台観に行ったり打ち上げ参加させてもらったり

事務所お邪魔してたりしてたんです。

だから他人ごととは思えなくて。

ケラさんたまきさん、ご結婚おめでとうございます♡

そのMさんの紹介でﾆｯﾎﾟﾝ放送でﾊﾞｲﾄしてたこともありますし。

その前に文化放送のﾊﾞｲﾄの面接も受けたんですけど

そっちは落ちました。(笑
面接の時、文化放送で少年隊の植草さん見ました。（笑

すっごい間近で。（笑

今考えたら文化放送で働きたかった。(笑
だってﾚｺﾒｰﾝですもん♡

まぁ、あたしが東京に居た頃なんてもう７年ぐらい前に

なるんですけど。

もうそんなになりますか???
もう完璧田舎ｯﾍﾟが身につきました。

そうそう、福原まひる、今どん底です。(;∀;)
財布を落としまして。

中には４万ばかり入ってたんです。

振込みのために下ろしたお金だったんですけど

その４万の穴埋めをどうしようかと

すっごい困ってます。

ﾏﾏﾝには話したんですけど

自分の不注意だからねってあっさり言われ

お金のめどが立っていません。

９日には振り込まないとならないのにー。

そうゆう精神的なものもあって数日疲れた生活を

送っています。

もうﾍﾄﾍﾄだぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。(;∀;)
お待たせしててすみません。
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2009.03.08 Sun 凹みは最大。

大倉担まひるですけどもー。

もう店長にｲﾗｲﾗして本気で仕事辞めたい

まひるたそです。(;∀;)
人の話聞かないで自分の我ばっか通そうとするから

すっごい仕事しづらいです。

早く異動になればいいのに。

なんかどうも上司にめぐまれないあたしです。(;∀;)

そう、「ありがとう、オカン」買ったんだけど

まだ見てなくて。

でもあたしがあんまりﾌﾞﾛｸﾞ周りをしてないせいか

全然感想とか見ないんですけど。

やっぱり１度放送されてるからかなぁ。

でも特典映像とかもあるしなぁ。

やっぱりヒナﾁｬﾝの件があって

みんなﾃﾞﾘｹｰﾄになってるのかしら???
あ。それはあたしだけですか???（笑

で、まだｶﾚﾝﾀﾞｰ開けてません。

KAT-TUNのｶﾚﾝﾀﾞｰも今日届いて。

絶対１回ぐらいしか見ないくせに毎年買うんだよなぁ。(笑
それは何???
ｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰはまたお休みの日にでもゆっくり見ます♡

なんか最近体調悪いなぁって思ったら

今朝、女の子の日になってまして。

疲れの原因も分かったことですし、

明日、明後日と乗り越えてまったり休日を過ごしたいと

思います。



でも最近ﾎﾝﾄ休みの日とか１７時ぐらいまで爆睡上等って

感じになりつつあるんですけど。(笑
大丈夫ですか???まひるたそ。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

なんか今日、東ｽﾎﾟの一面見たら「赤西ﾛｽ疑惑!!!!!」ってあって

ちょっとﾀｲﾄﾙにﾊﾞｶｳｹして記事立ち読みしちゃいました。

なんか事件かと思った。

曖昧な女ﾈﾀでした。

なんか曖昧だから全然ｼｮｯｸとかもなくて。

これで２ｼｮｯﾄの写真でも載ってるとｼｮｯｸも大きいんでしょうけど。

でももしそれが忠義だったらやっぱり記事だけでも

凹むなぁ。

うん。曖昧でもやっぱり凹む。

ちょっと精神的に疲れちゃったなぁ···｡

いろんなことが重なって。

こんな時にただﾁｬﾝに会えたら···｡

まぁ、財布落としたあたしが言うのも

何なんですが。

（↑今これ最大の凹みの原因。

今月どうやって乗り切ろう。

来月からもどうやって暮らしていいのか。

なんか切ないなぁ···｡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.03.10 Tue ほくほくﾋﾞｽﾄﾛｽﾏｯﾌﾟ。

大倉担まひるですけどもー。

今日のｽﾏｽﾏ最高

特にﾋﾞｽﾄﾛ。

水嶋ヒロくんと榮倉奈々ﾁｬﾝと佐藤健くん♡

もう３人がすっごい仲良くて微笑ましいの。

ヒロくんの素に近い部分たくさん見れたし、

SMAPのﾒﾝﾊﾞｰに健くんがいじられてる姿も

もっそいｶﾜｲｲし、

あたし、榮倉奈々ﾁｬﾝはｼｮｰﾄの方が可愛いと思うの。

(↑つーかあたしが単にｼｮｰﾄの子が好きなだけ。

あぁ。もうこの３人が大好きすぎゆ♡

なんか昨日は自己嫌悪の塊で泣きながら

寝ました。(;∀;)
もうお財布なくしただけでも自己嫌悪なのに

ﾏﾏﾝとか弟とかもっそい親身になってくれて

あたしは家族が困った時に何かしてあげられてるんだろうか???
絶対何も出来てないって思って自己嫌悪。

もうﾎﾝﾄにｲﾔ。

家族の親切にどっぷり甘えてる自分もｲﾔ。

あたしはもっと自立しないといけないんだなぁって思いました。

明日、 です。

ﾎﾝﾄは後５日分ぐらい薬残ってるんだけど

絶対１週間分ぐらい余裕がないと不安なんです。(;∀;)
結構今夜みたいに眠れなくて

追加して薬飲むことが多いので

余分にあるとほっとします。

だから先週も に行って

２週間分薬もらえるのでﾎﾝﾄは来週行けばいいんだけど



それじゃちょっと薬が足りないとゆーわけです。

なんか最近エイトごとから離れてるような気がします。

仕事人は見たけどまだｶﾚﾝﾀﾞｰも見てないし、

DVDってゆーDVDは全く見てないし。

たぶん気持ちが沈んでるせいもあると思うんですけど

何もする気になれないんですよねぇ。

なんかこんな日はお笑い番組でも見てｽｶっと笑い飛ばしたいですね。

って今、朝の４時過ぎたとこなんですが。(笑

なんかﾌﾞﾛｸﾞもいっぱい書きたいなぁって思うんですよ。

でも気分が沈んでること、疲れてることが多くて

最近はなかなかﾌﾞﾛｸﾞが書けません。(;∀;)
やっぱり沈んでると忠義のこと考えることも

ほとんどないですしね。

たぶん明日になったら少しは回復するかなぁって思ってるんですけど

あたしの気分はきまぐれ。

まぁ、そう思ったように世の中進んだら

苦労はしませんよねぇ。

そうそう、３月２０日公開の「ﾄﾞﾛｯﾌﾟ」が観たいんですけどぉー。

品川ヒロシさんの映画なんですけど

水嶋ヒロくんと成宮くんが出るんですねぇ♡

なんかヒロくんは絶対黒髪だ!!!!って思ってたけど

金ﾊﾟのヒロくんもｶｯｺｲｲなぁって♡

なんか美しい人は何しても美しいんだなぁって。(笑
ﾎﾝﾄ健くんも言ってたけどヒロくんって非の打ち所のない人だよね。

頭もいいし、ｽﾎﾟｰﾂも出来るし、ｲｹﾒｿだし、

絶対性格もいいと思うんだよなぁ。

ヒロくんと忠義に同時に告られたらどうしようー。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あたし今ならヒロくんに傾きそうです。(;∀;)
まぁ、そう言ってても２〜３日もすれば

ただよじー♡ってなってると思うんですけども。



あたしって結局そんな薄っぺらい女なのよね。(笑
つーかあたし自分でもこんなに気の多い女だとは思ってなかった。(笑
忠義の好きとは全然違うけど

でも好きだなぁって思う人たくさんいるもん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.03.10 Tue ｶﾚﾝﾀﾞｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ちょっと元気を取り戻したまひるたそです。

今朝６時ぐらいに寝て昼間１３時に起きて

行って

１４時半には帰ってきたんだけど

それから爆睡。(笑

で、結局カレンダー類を開けたのはさっき。

（↑去年、一昨年と比べたら割とコンパクト。

箱から出すと。

（↑こんな感じ。

とりあえず一通り見たけど

ただチャン、裸!!!!!（キャ♡

タバイ。



裸で歯ブラシ、最高

（↑一人妄想が広がる。

タバイ。

ブラジャーじゃん。(笑
結構気に入ったショットがたくさんあってドチドチ♡

すばチャンの腕枕にやっすん。

やっすんが羨ましいと思ったのはあたしだけじゃないはず。

でもやっぱり忠義のプリケツにすばチャン、ヨコかなぁ。

すっごいナイスな枕だと思うよー。

想像だけでイッテQなんだけど。

あと寝顔がもっそいかわゆす♡

ハァァン。

ただチャンと温泉旅行に行ったらあんな感じなのかなぁ。

ヤッバイ。(○´艸`)カワイイ♡

で、KAT-TUNのカレンダーね。

（↑箱はエイトよりちょっと小さめ。

（↑中から頑丈に出来た白い箱が。とってもオサレ。

今日はここまでしか見ていません。



今年はKAT-TUNのカレンダーも使おうと思ってます。

だって(*´Д`*)♥ カワイイんだもん。

毎年カレンダーはフライングで飾るんだけど

今年も４月になる前から飾ろうと思います♡

今日、眠くてTV見ててもっそい眠かった。

さんま御殿にとっくんと鉛筆（福田さん）が出てたからガン見。

（↑チュートリアル。

あたし、何気に鉛筆も好きなんですけど。(笑
（↑自称さつまあげ。（笑

もうチュートは２人共大好き♡

その後、メイちゃんの執事見て

１人で(((( ;゜Д゜)))ガクガクブルブルしてました。（笑

だってヒロくんも健くんもカッコイイんですもん♡

ヽ(;´Д`)ノ
来週で終っちゃうんだねぇ。(;∀;)
(*´д｀*)ハァハァ

ハァ。キュンとしちゃう。

で、その後が神の雫。

いつもよりやっぱ最後らしく面白かった。

なんかでも遺産は???と思ったのはあたしだけですか???
(((( ;゜Д゜)))ガクガクブルブル

なんか眠さのピークは超えたみたいで

また眠れなさそう。

最近じゃがりこ法でも眠れないんだよねぇ。(;∀;)

ジャニーズブログランキングに参加しています。

１日１ポチお願いします♡

pika2.gif

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


こっちもポチっとねん。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.03.12 Thu 仁ﾁｬﾝが元担で良かった。

大倉担まひるですけどもー。

もうすでにKAT-TUNｶﾚﾝﾀﾞｰ飾ってますけど何か???
いやぁ、久々にじっくり見た仁ﾁｬﾝがもっそいかっこよくて♡

あたし、やっぱり仁ﾁｬﾝ好きだなぁ。

仁ﾁｬﾝか忠義かって言ったらそりゃ仁ﾁｬﾝですけど。（笑

(↑ｳｿです。忠義です♡

でも仁担だった２年間は後悔してないし、

短かったけどすごく救われたなぁって思う部分

たくさんあるし、

だから今のあたしがあるんだと思うし。

仁ﾁｬﾝは事務所に入った当初から応援してたから

自担に選んだことは良かったなぁって思う。

なんかね、でもね、仁ﾁｬﾝの顔見ると照れくさいんだよね。(笑
大倉担になった今でもKAT-TUNを応援してるしね。

仁ﾁｬﾝもじゅんのも元担だけど今でも好きな気持ちに

変わりはないしね。

やっぱり情が残るよね。

そうそう、先日、ﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝが結婚式に行ったんで

ｶﾀﾛｸﾞを３冊ほどいただきまして。

１つはﾏﾏﾝがﾌﾗｲﾊﾟﾝが欲しいと言ったので

ﾌﾗｲﾊﾟﾝを注文しまして残り２冊もらったんで

ｺﾃとﾎﾟﾌﾟﾘをもらいまして。



（↑これだす。白いﾛｰｽﾞです。

ｺﾃはぶっちゃけ今の髪の長さには全く必要ないんですけど

新しいやつが欲しかったんで

また髪伸ばしたら使いたいと思います。

もうﾎﾟﾌﾟﾘがすっごいいい香で幸せな気持ちでいっぱいです♡

あ。それでその結婚式を行ったｶｯﾌﾟﾙがﾀｲに新婚旅行に行ったんで

今日お土産くれたんですけど

食べ方がまったくわからない。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
とりあえず春巻きだということはわかったんですけど

なんかお菓子みたいな包みなんですよね。

で、もう１ｺあってﾃﾞｻﾞｰﾄって書いてあるのは

わかったんですけど食べたらﾊﾞｻﾊﾞｻしててちっとも美味しくないんです。

なんか生で食べるものじゃないような気がしたんですけど

でも食べ方書いてないし。(;∀;)
まぁ、書いてあってもﾀｲ語じゃさっぱりだし。

なんかｺﾞﾙﾏｲに聞きたい気分。(笑

関ｼﾞｭのﾄﾞﾗﾏのDVDが欲しいんですよねぇ。

でもBOXではいらなくて室兄弟のやつとB.A.D.のやつとﾍﾞﾃﾗﾝのやつが

欲しいんです。

お金ないけど。(;∀;)

なんか毎日忙しくて少しでも眠れる時間があったら

眠るようにしています。

でも最近なかなか寝付けないんですよねぇ。

なので仕事の前の日は薬多めに飲むようにしています。

なんかじゃがりこ食べても何も変わらないし、

若干太るんですよね。(笑
なんかｼﾞｰﾝｽﾞが少しきつくなりました。(;∀;)

あ。今日のｶﾂｶﾂははんにゃでしたね。

あたし、はんにゃに面白さがわからないんですよ。

なのでしきりにすべりまくりだったような。



基本的にｶﾂｶﾂのｹﾞｽﾄってすべりますよね???
あたしはそれでもｶﾂｶﾂが好きなんですけど。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.03.14 Sat ぷれみあむ。

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、おつまめ。

もう昨日とか爆睡。

ﾗﾌﾞｼｬも歌おにも見ないで寝た。

そうそうなんかmixiの間で

仕事人が３月いっぱいで忠義が降板して

４月から聖に代わるっていう噂が広がってて

不安なんですけど。(;∀;)
そんな噂の中での昨日の来週の予告が

もっそい不安をあおるんですけど。(;∀;)
ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
でもWebにはｴｲﾄのとこにも６月までって

書いてあるしさぁ。

そんなﾊﾞﾅﾅ（←

源太ﾁｬﾝ、死なないよね???
（↑不吉なことを言う人。

あぁぁぁぁぁぁあーーーーーーーー!!!!!

あ。そだ。

４月１８日からの日ﾃﾚ系２１時かな???
「ｻﾞ·ｸｲｽﾞｼｮｳ」って翔くん主演のﾄﾞﾗﾏに

ヨコさんが出るそうで。

ヨコさん、おめでとうございます。

ｶﾞﾝ見します♡

これでヨコさんの大泉洋も卒業か???
卒業してけれ。

あぁ。４月からまた見るﾄﾞﾗﾏ増えそう。



まずこれでしょ???
で、まつずんのやつと斗真たそのやつでしょ???
で、仕事人。

仕事人。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

こえぇ。

明日のぷれみあむがずんのすけさんらしく。

ﾀﾊﾞｲ。

どぼじよー。(;∀;)
まひるたそ、ﾁﾋﾞってしまうかも。

あぁ。寒いｷﾞｬｸﾞだけは封印してください。(笑
あたし、ずんのす、１３歳の時から好きだったんだけど

もうもう最初はすっごい初々しくて可愛かったんだって。

もう受験生にも関わらずﾊﾟｰﾏをひそかにあてた時は

可愛すぎてﾁﾋﾞるかとｵﾓﾀよ。

そのぐらいずんのすが可愛かったんだって。

ずんのすは１３歳の時から好きだったのに

忠義は全然記憶にない。(;∀;)
忠義が中２ぐらいの時からしか記憶にないもん。

（↑もっそい失礼な人。

でも元関ｼﾞｭで結構今も他の事務所で頑張ってる人

たくさんいるよね???
あたし、ずいは最近知ったー。

キタくんのﾌﾞﾛｸﾞ読んでてずいのﾌﾞﾛｸﾞがﾘﾝｸ貼ってあって。

あぁ。懐かしいなぁ。
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2009.03.15 Sun 確実におﾃﾞﾌﾞﾁｬﾝ街道まっしぐら。

大倉担まひるですけどもー。

結局３時間ぐらいしか眠れなかった。

かと言って今夜爆睡出来るとは限らないんだよねぇ。(;∀;)
それがあたしの重症なとこ。

１２年ぐらい前に欝になって眠れなくなって。

でも空（＠章大）と出会って空の家に毎週末泊まりに

行ってた頃は全然眠れてたんだよねぇ。

で、空んちに泊まりに行かなくなったら

また眠れなくなった。

きっとｽﾄﾚｽ的なものなんだろうね。

空と一緒にいいると楽しくて時間なんて

あっという間。

最近は空も主婦業が忙しいし、

あたしも仕事が忙しくてﾎﾝﾄにｴｲﾄごとしかないと

会えなくなっちゃった。(;∀;)
同じ山梨に住んでるのにね

今はたぶん空はｶｺﾞﾂﾙﾍﾞがあるから家をそんなに空けられないと思うのね。

だからそれが落ち着いたら会おうかなぁと思ってます。

しかも空、日曜日しか会えないみたいだから

あたし、誰かと休み代わってもらわないとならないのね。

なかなか難しいです

あぁ。今日のｼﾌﾄ、店長と一緒だわぁ。

凹む〜。

せっかく１週間、店長が会議とか諸々あって

居なかったから楽しく仕事出来たのに。

店長の命令口調が腹立たしい。

きっと今日帰ってきたらｲﾗｲﾗしてるんだろうなぁ。(;∀;)
頑張ろうー。

あたしがもっと大人だったらｲﾗｲﾗも減るんだろうけど。

なんせｶﾞｷﾝﾁｮですから



なんか忠義も今年で２４歳なんだなぁと思って。

早いよなぁ。

あたしも秋になれば２６歳だし。

なんか最近２つ差が大きく感じるのはあたしだけですか???
厳密に言えば２つ差っていうより２６歳という年齢が···｡(笑
あたしは周りのｦﾀの年齢とか全然気にならないよ。

でも自分が２６歳でｦﾀっていいのかなぁ···｡って思うわけよ。

まぁ、ヨコちょももうすぐ２８歳ってことでよしとしますか???(笑
なんか９５年からｦﾀしてるから今年で１４年でしょ???
人生の半分以上をｦﾀｦﾀしてるわけで。

なんかこれからもそうなのかなぁと思うと

ちょっと怖いわけで。

こんなんじゃ結婚なんてほど遠いよなぁ。

彼氏欲しいー!!!!
東大阪市出身の大倉忠義と言う彼氏が欲しいー。

（↑結局それかい

（↑全然真剣に考えてないらしい。

いや、大真面目ですけど

あたし的には衝撃の出会いと思ってるんですけど

忠義から見たら目にも留まってないわけで。(;∀;)
いつになったら忠義のお眼鏡にかなうのでしょうか???(笑
（↑逝け

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2009.03.15 Sun ５月からﾂｱｰだぜ。ﾆﾊﾟｯ。

大倉担まひるですけどもー。

５月からﾂｱｰですかぁ???
なんか夕方、休憩中にﾔｽﾂﾙﾍﾞの芸能ﾆｭｰｽを

携帯で見てたら５月からﾂｱｰって書いてあって

ぶほっ!!!!

って飲んでるｼﾞｭｰｽをこぼしそうになった。（笑

いやね、ｱﾙﾊﾞﾑ出すぐらいだからあるんだろうなぁとは思ってたけど

急なんでずもん。(;∀;)
まひるたそ、今月お財布落とした人よ???
どぼじましょー。(;∀;)
毎日がんばーる　ﾈｰﾊﾞﾏｲﾝ。（BY　KAT-TUN

笑ってごまかせ。

ﾃﾝﾊﾟﾘｰｽﾞだからすでにもっそいﾃﾝﾊﾟってるんですけど

空たむ（＠章大）とまだ連絡取れてないしなぁ。

まぁ、まだ詳細出てないんでいいんですけど。

ﾃﾝﾊﾟりすぎでつか???
鼻息荒いでつか???
だって突然ただﾁｬﾝに会えることになったら

そりゃ鼻息も荒いって。

まだ当たってもないけど。（笑

申し込んでもないけど。(笑

(ﾟДﾟ≡ﾟДﾟ)?



やっべぇ、１０月以来のただくんだぜ。

(*´д｀*)ﾊｧﾊｧ。
そうよね???そうよね???
考えたら１０月以来だから約７ヶ月ぶりよね???

ただﾁｬｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰﾝ♡

昇天。

(*´д｀*)ﾊｧﾊｧしすぎてｺﾞﾒﾝなﾊﾟｲ。

しかも今日、店長、１５時で帰ったし。

そりゃ、まひるたそもごきげんだよねー???
言うよねー???

で、話は変わるんですが（←急よねぇー???
昨日、中国人の友達からｿｰｾｰｼﾞもらったから（中国に帰っててお土産にﾓﾛﾀ

帰ってきて食したのね。

なんのｿｰｾｰｼﾞかも確かめずに。

で、食べたらｺｰﾝﾋﾞｰﾌの味に似てたのね。

でもまずくはなかったんだけど

日本のｿｰｾｰｼﾞの方が美味しいなぁって思ってたら

今日、ﾒｰﾙがきてどうだった???
って聞かれたから変わった味がしたってﾒｰﾙ返したら

いのししの肉って言われた。

いのししって···｡

(○口○*) ﾎﾟｰｶﾝ



初めての出会いだぜ。

で、今日も韓国に旅行に行ってた友達から

お土産ﾓﾛﾀのね。

D1010239.jpg

（↑これ何だと思います???
唐辛子味のﾁｮｺﾚｰﾄです。

(○口○*) ﾎﾟｰｶﾝ

しかも苺味って言って渡されたから何の疑いもなく

口にしたら辛くてオエってなった。

なので職場の人に苺味のﾁｮｺって言って配ってやったばい。

ｱﾊﾊﾝ。

まぁ、反応はご想像におまかせします。
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2009.03.17 Tue 楽しみ〜&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

久しぶりにﾋﾁｮﾙの動画を見まして。

あぁ。やっぱり好きだなぁと。

もうすっごいﾔﾊﾞｸないですか???
何この色気と可愛さ♡

なんか今年も何か日本でやるｲﾍﾞﾝﾄに参加できたらいいなぁって

思ってるんですけど。

あ。そういえば３集（ｻｰﾄﾞｱﾙﾊﾞﾑ）が発売になったんだよね。

買ってないけど。(;∀;)
はぁ。ﾋﾁｮﾙに会いたい···｡

ついでにSUPER JUNIOR-Mの迷もｱｯﾌﾟしました。

ﾀﾊﾞｲ。ｷｭﾋｮﾝがもっそい(○´艸`)ｶﾜｲｲ♡

あ。ﾂｱｰの詳細出ましたね。

とりあえず長野は行くって話になりまして。

あとあたし個人で東京ﾄﾞｰﾑに行こうか迷ってまして。

なんかでも４月は流星の絆のDVD-BOXとｴｲﾄのｱﾙﾊﾞﾑもあるから

ﾎﾝﾄにお金ないんだよね。(;∀;)
だからまた４月に入ってから考えようと思って。

なんか５月から１０箇所ぐらいって聞いてたから

５月、６月で終わるのかと思ってた。

７月までかぁ。

なんかあたし的にそろそろ２４時間TVがｴｲﾄきそうかなぁと思ってまして。

それでこのﾂｱｰの日程なのかなぁって。

もし２４時間TVに選ばれても武道館までは行かない予定ですけど。

その代わり仕事休んでｶﾞﾝ見します♡

でもﾄﾞﾗﾏとかJ-ROCKとかあるからこののんびり日程なのかなぁとも



思うし。

あぁ。もう寝よう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

すみません。(ノД`)
いつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾝﾄはすごく励みになるので２４時間大歓迎♡

ﾒｰﾙは右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからどぞ。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからﾊﾟﾁﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます♡
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2009.03.21 Sat 源太ﾁｬﾝを殺さないで。

大倉担まひるですけどもー。

ﾄｩｰｽ。

春日に駄々ﾊﾏﾘのまひるたそです。

いやぁ、ちょっとご無沙汰しちゃったねぇ。

なんか残業やら休日出勤やらで忙しくて

疲れてたのが本音。

で、明日おばあちゃんの七回忌とおじいちゃんの一周忌があって

仕事休みなんで激しく興奮してますだ。

日曜日にお休みなんて♡

明日は夕方までには帰ってこれると思うので

そしたらゆっくりしたいと思います。

そう。悩んだ挙句J-ROCKのDVD予約したのだ。

いやぁ、だって行けなかったから

絶対見たいもん。

つーか欲しいもん。

ｦﾀｸの性ですなぁ。

あ。それで仕事人２００９公式ｶﾞｲﾄﾞBOOKを取り寄せしてもらうために

TSU○YAに行ったから会員証も新しく作ろうと思ったら

ｷﾞﾘｷﾞﾘ更新期限間に合ったのよー。

いやぁ、今日行って良かった。

たぶん今日行かなきゃ来月まで行く予定なかったもん。

あ。でもNEWSのｼﾝｸﾞﾙ予約してないやー。(;∀;)
でもまだWebに詳細出てなかったしなぁ。

また詳細出てからでいいや。

そうそう、実は木曜日の午後から親知らずが痛いのです。

全然歯医者に行く暇がなくて我慢してるんだけど



月曜日か火曜日に行こうと思ってます。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
ﾎﾝﾄは今日起きれたら行こうと思ったんだけど

起きれなかったのーん。(ノД`)

つーかつーか昨日の仕事人。

なんか源太ﾁｬﾝ、死にそうで怖いんですけど。

なんか昨日見てて泣いたもん。

殺さないでー!!!!って必死に祈った。

ﾎﾝﾄにさ、The SHIGOTONINって名前でCD出してるぐらいなんだから

殺さないで欲しいよね???
いやね、例えﾄﾞﾗﾏでも忠義が死ぬのはｲﾔなのです。

しかもせっかく６月まで延長されたのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あぁぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

どぼじよー。(;∀;)
ﾎﾝﾄに殺したらﾋｰ様恨むよ???
しかも来週お休みだし。

なぜじらす。

ヽ(;´Д`)ノーン

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2009.03.22 Sun 水嶋ヒロVS村上信五

大倉担まひるですけどもー。

１４時に法事が終って帰ってきました。

思ってたより早く終ってのんびりﾓｰﾄﾞです。

とりあえず早くお風呂に入りたくて

今、お湯はってる最中です。

なんか昼風呂って最高よね〜。（笑

すっごい贅沢してる気分になる。

なんか源太ﾁｬﾝが死ぬんじゃないかって

ﾃﾝｼｮﾝ駄々下がりなんですけど

あたし、TVに影響されすぎる部分あるから

ﾎﾝﾄﾀﾞﾒ。

この間のﾄﾞﾗえもんなんて号泣。

ﾄﾞﾗえもんってこんなに泣ける話多かったっけ???
ってぐらい泣いた。

だから誰かが死んじゃうとかﾎﾝﾄ苦手で。

それが源太ﾁｬﾝだったらﾎﾝﾄにﾔﾊﾞｲ。

あたしすぐ感情移入しちゃうからね。

まぁ、ただﾁｬﾝは「昔の人も髪ぐらい切るよね〜。」

なんて呑気なんですけどね

あたしの心配をよそに。

で、今お風呂から出てきまして

極楽極楽。

あたし、熱いお湯に短時間派なんですよ。

だからﾄｰﾀﾙで４０分ぐらいしかかからない。

髪も短いから５分ぐらいで乾くし。

なので今、ﾁｮｰまったりもったりしてます。

しかも眠いし。

４〜５時間ぐらいしか寝てないんだよね。



今日は早く寝ようー

が降ってなかったので

用事済ませてきました。

つーか最近銀行振り込みとかしたことなくて

ゆうちょの振込みばっかだったのね。

そしたら振込みが７５０円もかかった。(;∀;)

たかっ!!!!!

あまりの高さにびっくりした。

日曜日だから???
それともそれが普通???
５２５円ぐらいじゃなかったっけ???
それでも高いけど。

銀行ー。ぼったくりすぎだろ???

そうそう、庭の桜がほころび始めてて。

満開になったら写真ｱｯﾌﾟしますね。

なんか今朝とかちょっと肌寒かったけど

昼間には暖かくなってて。

これで天気が良かったら気持ちいいんだろうなぁって。

最近家と職場と病院の往復しかしてないから

たまにはお散歩にでも行きたいなぁって。

散歩とは関係ないけど「ﾄﾞﾛｯﾌﾟ」観たいし。

なんか普通に映画館で水嶋ヒロくんが映し出されたら

(〃▽〃)ｷｬｰ♪って叫んじゃいそうですけど。

あ。そういや、ﾚｺﾒﾝでヒロくんの話題があがったとか。

ちょっと聞き逃したことを後悔

そりゃ、ヒロくんは桐蔭学園ｻｯｶｰ部だったし、

全国大会２位の実力だし、帰国子女だし、

慶応卒だし。

しかもあのﾋﾞｽﾞでしょ???



憧れるよねぇー

嫉妬もするよねぇー

完璧じゃん!!!!!
いつかｹﾞｽﾄに!!!!!
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2009.03.23 Mon ｦﾀｦﾀしてない日。

大倉担まひるですけどもー。

KAT-TUNもｱﾙﾊﾞﾑ発売ですか???
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
お金ないんですけど。(;∀;)
しかも４月みたいな。

もう予約だけして５月になってから買おうー。

あ。今日、結局歯医者行ってないの。(;∀;)
もう朝起きれなかった。

と言うわけで明日午後から歯医者に行こうと思ってます。

木曜日から我慢してるからね。(笑

そうそう、５月に地元でDAIGOのﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ＆ﾄｰｸｼｮｰがあって

もっそい行きたいんですけど。(笑
ﾁｹｯﾄが３月２８日に発売で。

なんか１人で行くのは寂しいしなぁ。

お金もないし。

生DAIGOが見たい。

なんか今日、すっごい疲れてて。

仕事中にすっごいﾃﾝｿﾝ低くて。

なんかでもどうにもならなくてとりあえず空元気で。(笑
まぁ、今月は全体的にﾃﾝｿﾝ低いんですけどね。(笑
財布落とした時から。（笑

あ。そういえばヨコが大泉洋を卒業したとか。

（↑ｸﾙｸﾙﾊﾟｰﾏﾝ。

いやぁ、やっぱりﾄﾞﾗﾏ決定してよかったわぁ。



だってせっかくのヨコの美男子ぶりが発揮できてないんですもん。(;∀;)
ﾄﾞﾗﾏ楽しみだなぁ。

昨日のおしゃれｲｽﾞﾑのｹﾞｽﾄに東方神起が出てて。

めちゃめちゃ面白かった。

やっぱりあたし５人の中から１人は選べないわ。

５人とも大好きだもん。

前はｼﾞｪｼﾞｭﾝかﾕﾉかだったんだけど

今はﾁｬﾝﾐﾝもｼﾞｭﾝｽもﾕﾁｮﾝも好きだもん。

ﾕﾁｮﾝの最近覚えた日本語がもっそい面白かった。

「どんより」って。(笑
あとｼﾞｭﾝｽの１番最初に覚えた日本語の

「幽体離脱」も好き。

出来れば「ちょっと。ちょっと、ちょっと」の方が

良かったんだけど。（笑

久々に聞くこのｷﾞｬｸﾞ。

そういや、今日、忠義のたの字も出てない。(;∀;)
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ｼﾞｬﾆｰｽﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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2009.03.24 Tue 今日はﾋﾞｼっと起きてます。

大倉担まひるですけどもー。

今日、午後から歯医者行こうかなぁって思ってたんだけど

朝、８時半ぐらいにﾏﾏﾝから電話かかってきて

今日の夕方からある八代亜紀のｺﾝｻｰﾄの

ﾁｹｯﾄの交換が１１時からあるから行ってきて欲しいって

言われてﾏﾏﾝは１０時頃でいいって言ったんだけど

ほらｦﾀｸの性だからﾁｹｯﾄって言うとやたらめったら

早く並びたい人じゃん???
で、即効家出て９時に着いたのね。

もうすっごい人並んでて。

そんなの前日に知ってればもっと前に行くけどね。(笑
しかももう１４列目まで先に指定券が出てるらしく

１５列目から交換になってて。

しかも前の方にﾀﾞﾌ屋の人らしい人が

３０枚とか４０枚とか持って並んでるわけ。

そんなわけでまひるたそのﾁｹｯﾄは２３列目でした。

こうゆうのｦﾀとしては納得いかず。(笑
でもﾏﾏﾝ、指定券のﾁｹｯﾄも持ってたらしく

それは妹にあげたんだって。

そのﾁｹｯﾄが３列目で。

で、自分は２３列目と。

ﾏﾏﾝらしいや。

で、帰りに歯医者に行ったんだけど

親知らずの虫歯でたぶん次行った時に抜かれると思う。

もうその歯はいつも問題おこすから抜いちゃって欲しいのよ。

いつも腫れたり膿んだりするから。

今も膿んでるし。

なんか膿を出したから行く前より痛いし。(笑
あぁ。でも抜くの怖い。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ



そうそう、庭の桜がまだ少ししか咲いてないので

ﾏｸﾛ撮影にしました。

早く満開になぁれ。

あ。これ終ったら何かDVD見ようー♡

むしろDVD観たいからこれで終わります。(笑
また夜書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.03.25 Wed 相葉ﾁｬﾝがめんこい件。

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、今日は嵐ﾗｯｼｭでしたねぇ。

なんかやっぱりあたしは相葉ﾁｬﾝに萌え萌えしちゃうみたいです。(笑
なんか相葉ﾁｬﾝも立派に成長してくれて元相葉担としては

嬉しいわけですよ。

番組仕切れちゃったり気の利いた天然ｺﾒﾝﾄ炸裂してるし。(笑
そんな相葉ﾁｬﾝを見てると年下ながらなんか

母のような気持ちになるわけですよ。

今日の嵐を録画してなかったことを後悔しておりまする。

だってﾗｲﾌﾞの方、あんなに嵐押しだとは思わなかったんだもん。

さすが何が起こるかわからねぇ、１０周年だぜ。

それにしてもえぐざいるくんはｶﾞｯｶﾘ度が何度見ても高いなぁ。

あ。つーかTV見てたらTSU○YAから仕事人公式ｶﾞｲﾄﾞBOOKが
入荷したと電話があったんですが

ちょっと「え???」って思った瞬間があって。(笑
つ「福原まひる様の携帯でよろしいでしょうか???」
ま「はい。そうです。」

つ「TSU○YAなんちゃらかんちゃら（ここ省略）ですけど

まひる様のご注文いただいた商品が入荷しましたので（あと省略）」

（↑まひる様って言った???
普通は福原様じゃないの???
お前はおれの執事か???
って一人総突っ込み!!!!!
まぁ、そんなことはさておきｲｹﾒｿなただﾁｬﾝが

拝めるかと思うとﾃﾝｿﾝもMAXに
早く引き取りに行ってこよー♡

じゃ、眠いんでｻﾗﾊﾞ。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾚｽお休みちぅです。

すみません。(ノД`)
なるべく早めにやりますねーん。

ｺﾒﾝﾄは励みになるので大歓迎です♡

よろしくおねげぇしますだ。(;∀;)
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2009.03.26 Thu 眠い。

大倉担まひるですけどもー。

今日、遅番の人と代わったから

帰ってきたの２２時で。

で、帰ってきたらsuper junior関連のものが届いてて。

（↑上が３集（ｻｰﾄﾞｱﾙﾊﾞﾑ）２種類と下がｱｼﾞｱﾂｱｰのDVD
今、３集聴いてまーす♡

３つとも特典にﾎﾟｽﾀｰついてきた♡

ｷｬﾊ♡

つーか今日寒くないですか???
久々にﾋｰﾀｰつけた。

それでも若干寒いのはあたしだけですか???

ぬぉー!!!!!
昨日、「絶対彼氏SP」見るの忘れた。

あのﾄﾞﾗﾏ好きだったのにー。

水嶋ヒロくんが出てたのにー。

しかも今それに気づいたし。(;∀;)
ﾃﾚｶﾞｲ買ってる意味がねぇー。

凹みますわー。(;∀;)



あ。今、ｼﾞｮﾝを見たら髪、ｽﾄﾚｰﾄのヨコさんが居て。

いやぁ、やっぱりｽﾄﾚｰﾄのヨコさんはｽﾃｷです♡

それ見ただけでｼﾞｮﾝ買っちゃったもんね。(笑
まぁ、斗真たんも目当てだったんだけどね。(笑

そうそう、また韓国ﾄﾞﾗﾏが地元で始まるので

もっそい楽しみなんですけど。

なんかあたしそこだけはしっかりCM見てるのよね。(笑

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。
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2009.03.26 Thu 案外ﾃﾞﾚﾃﾞﾚな大倉忠義さん。

大倉担まひるですけどもー。

明日、歯医者なんだけど

なんか前回行った時からずっと痛くて。(;∀;)
明日がもっそい不安なんですけど。

東方神起の新しいｱﾙﾊﾞﾑが届きました♡

なんかしかも予約した時に初回盤がもうなくて

通常を予約したのに届いたら初回なの。（笑

値段も一緒なんでどっちでもいいんですけどねぇ。

（↑で、ｶｳｺﾝの写真と噂の初回盤。(笑
ｶｳｺﾝの写真はお友達が送ってくれたの。

愛梨ﾁｬﾝ（＠忠義）ありがとうー♡

そういや、ｶｳｺﾝのうちわってｼｮｯﾌﾟの通販で

お取り寄せ出来るんだろうか???
もっそい欲しいんですけど!!!!
なんか最近Webで通販やらないよね???
また再開して欲しいんですけど。

今年に入ってから１度もやってないもんね。

ないともっそい不便だから絶対またやって欲しい。

そうそう、久々にﾎﾟﾎﾟﾛの去年の１２月号を読んでたのね。

なんかｴｲﾄﾒﾝに彼女になったら???みたいな質問してるんだけど



忠義が案外彼女に優しくてﾃﾞﾚﾃﾞﾚなのが可愛い♡

いいなぁ。

忠義の彼女になった人はもっそい幸せなんだなぁって。

なんか想像しただけで萌える♡

なんかそんな単純な自分にもｳｹる。(笑

そろそろ、ﾃﾝﾌﾟﾚ変えたいなぁって

思ってるんだけど

全然、案が浮かばない。

まぁ、いつもすごく悩んで作ってるわけでもないんですけどね。(笑
ﾎﾞﾁﾎﾞﾁ作ってみますか。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.03.27 Fri 親知らず抜きました。(涙

大倉担まひるですけどもー。

今日、午前中に親知らず抜いて

麻酔が切れた頃に痛み止め飲んだんだけど

ずっと痛くて今になってやっと落ち着いた。

そういや、あたしって結構歯抜いてるんだよね

親知らずも４本生えてて今日で抜いたの２本目だし、

八重歯も抜いたし。

結構あたし、ﾌﾞﾛｸﾞ見ると歯医者って言葉が

よく出てくるよね

なんか去年の今頃も歯医者って書いてた気がする。(笑
ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

HDD、７時間分空けたんだけど

全然足りない。(;∀;)
ニノﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏが録画出来ないのよ

だからもう録画したらすぐDVDに焼かないとﾀﾞﾒ。

いつもそんなんだからﾀﾞﾒなんだよねぇ。(;∀;)
何が録画されてるのかとか全然わからないもん。(;∀;)
ちょっと次の休みに端からﾁｪｯｸしてDVDに焼いちゃおう。

あぁ。１度でいいからｼﾞｬﾆ勉の番協行きたいんだよねぇ。

あの距離で生ただﾁｬﾝを拝みたい。（切実

だいたい、あたしんち、ｼﾞｬﾆ勉映らないし

前は大阪の友達にﾀﾞﾋﾞってもらってたんだけど

その友達がｦﾀ卒しちゃって になっちゃって

それから誰にも頼んでないから見れてないの

ｶﾞｯｶﾘｰｽﾞなお知らせでした

あ。今日、ｦﾀ誌買いに行けば良かった



なんか節約しないとﾀﾞﾒだなぁとか思いつつ、

ｦﾀ誌は卒業できないんだよねぇ。(;∀;)
さすがに１０年以上も買い続けてるとなかなかねぇー。(ノД`)
それでも最近少し雑誌を買う量が減ったんだよ。

前は載ってるもの全部買ってたんだけど

最近は忠義中心に買ってる

ﾎﾝﾄ全部買ってると月に雑誌代で１万余裕で超える

まぁ、この間、ｼﾞｮﾝ買っちゃったけどね。(;∀;)

そういや、土曜日はごくせんじゃないでつか

春馬くんとB.A.D.が見れるぅー

久々に見るなぁ。

照ﾁｬﾝ

あたし、ずんたより断然照ﾁｬﾝ派なのね。(笑
なんでだろうなぁ

なんかもうずっとそう。

あぁ。でも今回はあたしの大好きな玉森きゅんが

あたし、今東ｼﾞｭで誰が好き???って聞かれたら

玉森くんって答えるよ。（笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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ｺﾒﾚｽ

すたぁさん（＠忠義）

関ジャニ大好きさん（＠すばる）

ひかり（＠すばる）

けーたん（＠忠義・信五）

ゆん（＠忠義）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

まどかさん（＠忠義）

ゆいさん（＠忠義）

JUGEMテーマ：ジャニーズ

すたぁさん（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

すたぁさんもたっちょんが好きなんですね。

あたし、同担大好きなんで

こちらこそ仲良くしてください。

すたぁさんは今度のﾂｱｰ行きますか???
あたしは長野に行こうと思ってるんですけど

ﾁｹｯﾄ取れるかもっそい不安です。(ノД`)

関ｼﾞｬﾆ大好きさん（＠すばる）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

すばる担でも全然大歓迎ですので

ぜひぜひ仲良くしてください。

またﾌﾞﾛｸﾞの方もお邪魔させていただきますね。

これからよろしくお願いします。

ひかり（＠すばる）

まだｶﾚﾝﾀﾞｰ買ってから１度しか見てなくて。(;∀;)
でもすばたんの腕枕はｶﾞﾝ見した。(笑
あれはいい!!!!
すっごい萌えゆ♡

http://jugem.jp/theme/c79/25/


たっちょんのｹﾂ枕（ｹﾂ言うな）憧れるぅ〜。

絶対仲良くなきゃしてもらえないことじゃん???
なんか一人でﾃﾝｿﾝMAXになってしまったよ。(笑

けーたん（＠忠義・信五）

久しぶり〜。

受験終ったんだ???
お疲れさまでした。

またﾌﾞﾛｸﾞ遊びに行くね。

これからもよろしくお願いします♡

ゆん（＠忠義）

なんか仕事人の噂、心配だね。（涙

なんかでも案外たっちょんが呑気にしてるから

噂だけなのかなぁ???
とか深読みしてみたり。(笑
あたし、ゆんのﾌﾞﾛｸﾞ毎日見てるよー。(笑
(↑何の告白ですか???
ここ１週間ぐらい書いてないからどうしたのかなぁ???
って思ってるし。

あ。ﾂｱｰ、広島、初日で倍率が心配だよねぇ。

あたしは今回長野だけになりそう。

東京ﾄﾞｰﾑも行こうか迷ったんだけど

今月お財布落としてそのしわ寄せが来月にまわってくるから。(笑
なんか石川とかも行きたいんだけどねぇ。

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

そっかぁ。

DAIGOが好きなんだね。

あたしもどっちかろ言うと好きな方だなぁ。

ﾗﾌﾞｼｬ見てたよ。

５月にDAIGOのﾄｰｸｼｮｰが山梨であって

ちょっと行きたいって思ったもん。(笑
でもﾎﾝﾄﾌﾞﾛｸﾞって自分のｽﾍﾟｰｽなわけだし、



自分の考えてることとか全然書いていい場だとあたしは

思ってるんだ。

まぁ、人が見て不快に思うことはﾀﾞﾒだと思うけど

ｼﾞｬﾆ以外のこととか

全然ありだと思う。

まどかさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

こちらこそ仲良くしていただけると

嬉しいです。

よろしくおねがいします。

まどかさんはﾂｱｰどこか行かれますか???
あたしは長野に行けたらいいなぁって思ってるんですけど

倍率にﾋﾞﾋﾞってます。(笑

ゆいさん（＠忠義）

お久しぶりですぅ〜。

ゆいさんも長野、申し込みされるんですか???
あたしもです。

お互い当たってぜひまた会えると嬉しいです♡

なんか長野、結構倍率高そうですよね???
申し込む前からﾄﾞｷﾄﾞｷしてます。(笑
なんか考えたらｴｲﾄに会ったのって去年の長野公演が最後なんで

これﾊｽﾞﾚると１年以上ｴｲﾄに会ってないことに

なっちゃうんでぜひ当てたいです。

楽しみですね。



2009.03.28 Sat 人って成長していくんだなぁ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやりましたのでどぞ。

今日はﾀﾓｽﾃSPをHDDで録画して

ｸﾛｰｽﾞを見てｺﾅﾝ&ﾙﾊﾟﾝをﾜﾝｾｸﾞに録画しました

なんか見てて思ったんだけど

小栗くんもGTOでいじめられっこの役やってたし、

山田孝之くんもｻｲｺﾒﾄﾗｰEIJIで下っ端ﾔﾝｷｰを演じてた人とは

思えない迫力です

なんか人間変わるんだなぁって思いました。

あたし結構２人共好きなんですがこの映画に

関しては小栗目線で見てました

最高です

そういや、ｺﾅﾝの放送曜日が変わるんですね。

なんか土曜日になるとか。

どっちにしても見れないんですけど

あ。なんかJ-ROCKのDVDが発売未定になったとか。

すごく楽しみにしてたのでSHOCKです

なんかﾒｰｶｰさんの都合とゆーか大人の事情とゆーか

早く発売日決定して欲しいです。

そうそう、なんか東方神起ｺﾞﾄがすごく最近多いです。

ｱﾙﾊﾞﾑ発売になったからだと思うんですけど

ﾐｭｰｼﾞｯｸﾗﾊﾞｰｽﾞにも出るし、しゃべくり００７にも出るし。

まだ予約のｾｯﾄしてないんですけど

とりあえずHDDのｽﾍﾟｰｽ空けて録画します。

なんか今まであたし的にはすごく人気があったのに

ほとんど民放の に出てる



印象がなくて最近やっとたくさん見れて嬉しいです

えぐぜね見て寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾝﾄいつもありがとうございます。

とても励みになりますので２４時間お待ちしてます。

ｺﾒﾚｽは亀ﾚｽになっております。

お許しくださいませ。

Webﾊﾟﾁも右側のｸﾞﾙｽからパチポチお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.03.30 Mon やっかし玉森ｷｭﾝに間違いはねぇ。

大倉担まひるですけどもー。

もっそい疲れてて早く帰りたいなぁって

思ってる時に限ってﾚｼﾞのお金があわない

結局帰ってきたのは２３時過ぎ。(ﾁｰﾝ
でもMﾗﾊﾞ見れたからいいんだ

もう東方神起がかっこよすぎる

最近ますます大好きになってく♡

しかし録画は失敗した模様

ﾏｼﾞ凹み。(;∀;)

親知らず抜いたとこの穴がまだ塞がってないので

痛いんです

まだ痛み止めとか飲んでて。

まぁ、まだ抜いて２日しか経ってないので

当然なのかもしれないんですけど

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
早くちゃんとご飯食べれるようになりたいです

そうそう、ｶﾞｷ使見てたんですけど

もっそい板倉さんがかっこいい

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
絶対今の髪型の方がいいよー。

なんか前髪下ろしてる方が若く見えるし。

あたし、つっつん派宣言したけどやっかし今日から板倉派で

お願いします

もうめっちゃ面白いし。

なんか板倉さん、ずっと笑ってるし。

でももしあたしも先輩とかが

もっそいお腹下してたり、鼻○そがそよいでいても

何も言えないかもなぁ。（笑



あ。たぶんお腹下してるのは後で「大丈夫ですか???」とは

言えるけどﾄｲﾚのその現場では絶対言えない。(笑
なんか松ﾁｬﾝとか自分で仕掛けといてもっそい笑ってるし。(笑
あたしもめっちゃ笑ったけど。(笑

あ。そういえば空（＠章大）のとこはｴｲﾄｺﾝの振り込め用紙届いたんだって。

あたしのとこまだなんですけどぉー

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
同じ県内なのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
会員番号の差かなぁ。

まぁ、どうせ４月になってからじゃないと

振り込むお金がないんで

月曜でもいいんですけど。

なんか今振り込んで７月とか萎えるなぁ。

萎えるってゆーかなんだろうなぁ

しかも当落がすぐわかるわけじゃないし。

でもきっと振り込め用紙見たらﾃﾝｿﾝMAX だよねぇ。(笑
（↑単純なあてくし

しかもあと２週間ちょいしたらｱﾙﾊﾞﾑがｹﾞｯﾄ出来るわけだし

いやぁ、興奮が止まらねぇ。(笑

ほなおつー。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽはまた後日やりますので

しばしお待ちを。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽからﾊﾟﾁﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.03.31 Tue 早く大倉忠義さんに会いたい&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

どうもちょうし悪いなぁと思ったら

女の子の日になってました

でも今日仕事から帰ってきてしゃべくり００７見たら

ちょうど東方神起が出てて萌え♡

ｱｶﾍﾟﾗも良かったし、ﾀﾞﾝｽもすっごいみんな長身で

手足が長いからもっそいかっこいいし

もう歌もﾀﾞﾝｽもﾒﾝﾊﾞｰもみんな大好き

もうめっちゃﾕﾁｮﾝとか可愛いし♡

最近ﾕﾁｮﾝがﾂﾎﾞなんだよねぇ。

ﾕﾉの合気道とかすっごいかっこよかったし。

あたしがｦﾀ卒する時はきっと東方神起に駄々ﾊﾏﾘになった時でしょう。

いや、今でも駄々ﾊﾏﾘですけど

でもそうそう簡単にｼﾞｬﾆｦﾀは辞められない。(笑

そうそう、月曜日の深夜ｱﾆﾒのお楽しみだった

「続・夏目友人帳」が今日で終りまして

もう毎週毎週もっそい面白かったです。

主人公の夏目がちょっとﾋﾞｽﾞが相葉さんなのよ

ｷｬﾗは全然違うんだけどね。(笑
ｺﾐｯｸ欲しいなぁと思いつつ最近欲しいｺﾐｯｸたくさん

ありすぎて手が出ない

明日、午前中歯医者だから早く寝たいんですけどねぇ。

全然眠れる気配がありません

しかも午後はいつもの通院だし。

ﾎﾝﾄは水曜日に診察があったんだけど

じゃん



だから後は金曜日の午前中とゆーﾁｬﾝｽがあったんですが

そこが休日出勤になってまして。(;∀;)
それで結局診察は来週とゆーことにして

今週は薬だけにしてもらいました。

なんか最近一応ﾌﾞﾛｸﾞ書いてるじゃないですか

書けない日もあるんですよ。

精神的に落ちて しまっていて。

それでもなんかﾌﾞﾛｸﾞ書かないと１日の締めとして

納得いかなかったりして結局書くんですが

でも前より面白いものは書けてないし、

ｴｲﾄﾈﾀも減ってるし、忠義ﾈﾀも減ってる。

そんなんでいいのかなぁとかも思うんですけどねぇ。

でも最近こう思うようにしています。

決して「日々、大倉忠義。」だけではないんだって。

他のこと考えたりする時もあるし、

毎日が忠義に染まってるわけじゃない。

そう思います。

でも忠義のことは好きだし、

今すぐにでも逢いたいし、

常に忠義のことが心配だよ。

でもそれが言葉となって出てこない日だってあるし、

そんな日も織り込みつつ毎日ﾌﾞﾛｸﾞが楽しく書けたらいいなぁ

って思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾝﾄいつもありがとうございます。

ｺﾒﾚｽは亀ﾚｽとなっております。

しばしお待ちを。

Webﾊﾟﾁは右側のｸﾞﾙｽをﾊﾟﾁﾎﾟﾁお願いします。

ｺﾒﾝﾄもお待ちしてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.03.31 Tue 京都に行きたいなぁ。

大倉担まひるですけどもー。

なんかなぁって人生ｲﾔになる時も

あります

それでも頑張っていかなきゃならないわけで。

なんて暗く始まりましたがあたしは元気です

今日、午前中に歯医者に行ったんですが

その前に用事があったんで を早めに出たので用事終って歯医者についたら

３０分ぐらい早く着いちゃって。

で、そこの歯医者さんに花男のｺﾐｯｸが置いてあるんですよ。

で、前回歯医者行ってた時に８巻ぐらいまで読んでて

今日は久々に続きを熟読しました。(笑
まぁ、３０分待ったわりに治療は３分ぐらいで終ったんですけど。(笑
治療ってゆーか歯を抜いた穴を消毒しただけなんで。

相変わらずそこ痛いんですよー

昼間は平気なんですけど夕方から夜にかけて痛むんです。(;∀;)
早く穴塞がらないかなぁ。

やっと仕事人公式ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸを買ってきたのね。

もう京都に行きたい

仕事人の旅に出たい

ちょっと生活に余裕が出たら行きたいなぁ。

でも最近生活いっぱいいっぱいなんだよね

ﾎﾝﾄ経済力のなさにｶﾞｯｶﾘ。

欝も最近少しはよくなってるんだけどねぇ。

でもやっぱり仕事終って帰ってきて

１人になった時に過呼吸おこすんだよね。

薬飲んでﾋﾞﾆｰﾙ袋で対処するけど

精神的にはつらい。

で、話は戻るんですがｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸがすっごい読み応えがあって



面白いのですよ

ちょっとお値段も高いのですが

忠義のｲﾝﾀﾋﾞｭｰももちろん載ってるし、

写真もたくさん載ってるし、昔の仕事人のことも

詳しく載ってるし、

１番嬉しかったのは京都の撮影ｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟがついてること。

これ絶対行きたい

なのでﾎﾝﾄにお勧めします

これただﾁｬﾝと周れたら最高なのになぁ

あ。でもｦﾀ友とｷｬｯｷｬ言いながら写真撮りまくって行くのも

いいかなぁ。

誰か連れてってくだﾊﾟｲ。

なんか昼間は廊下への扉開けっ放しだから若干寒いんだけど

夕方は締めるのね。

だからちょっと暖かい。(笑
でも最近仕事から帰ってくると必ずﾋｰﾀｰつけてた。(笑
どんだけ寒がりなんだよ

あぁ。今日は本も読みたいし、録画してある番組も見たいし、

やりたいことたくさん。

なんかあたし、すごく勝手かもしれないけど

すごく１人の時間を大切にしてるのね。

雑誌読んだり、 見たり、

聴いたり、 やったり。

だから休みの日とか基本ﾋｯｷｰだし、

あんまり家族で一緒にすごす時間が短くて。

まぁ、家族も仕事を持ってるから夜遅いし、

あたしも普段夜遅いし。

だからﾎﾝﾄはもっと家族で過ごす時間を大切にした方がいいって

思うんだけど１人の時間でｽﾄﾚｽ発散してるのね。

仕事から帰ってきたら１秒でも早く１人になりたいって思うし。

仕事が接客業ですごく過敏になってるから

余計にかもしれない。

でも優しさがないわけじゃないし、



ただ不器用なだけ。

すごく人に親切にするのがうまく出来ないﾀｲﾌﾟ。

だから周りのことどうでもいいって思ってるわけじゃないし、

あたしにはあたしなりの想いがあるわけで。

そんなﾏﾒじゃないあたしですがこれからもよろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾝﾄやWebﾊﾟﾁありがとうございます。

すごく励みになってます。

お返事が遅れててｺﾞﾒﾝなさい。

今夜時間があったらやりますねーん♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.04.01 Wed ブログからの手紙

福原まひる様

はじめまして、福原まひる様。

いいえ、この3年と298日、ワタクシはずっとアナタ様を見ていましたから、はじめましてではないのだけれども。

そうです。ワタクシは、アナタ様につくっていただいたブログです。

アナタ様には、生んでいただいただけにとどまらず、こんなワタクシをジュゲムプラスというプランで、

ハイソな生活にしていただいて・・・感謝しても仕切れませんわ。

画像がいっぱいになりすぎちゃったんじゃないかしら···

ワタクシに似合わない、コウコクがでちゃってるんじゃないかしら···

なんて心配しなくても良い、夢のような生活ですわ。

夢といえば、ワタクシ、昨晩こんな夢を見ましたの。

アナタ様と実際に出会ってお話をする夢。

アナタ様は本当にやさしげな目でワタクシを見つめておりました。

もう、ワタクシ、ドキドキしてしまって、うまく話ができませんでしたの。

そうしたら、驚いたことに、今回こうやって手紙を書けることになって···マサユメとはこのことなのかしら。

実際はアナタ様にお会いできないけれども、

恥ずかしがり屋なワタクシにはちょうど良いですわ。

そうそう、ワタクシにぴったりなPICTOとutfをみつけましたの。忘れないうちにお教えしておくわ。

こちらとこちらよぜひお使いになって。

ああ、もう、時間がないわ。またアナタ様とお話ができない日常に戻りますわ。

でも、お忘れにならないで。ワタクシはいつもアナタ様と一緒におります。

今までの日々、ワタクシを大切に育ててくれて、本当にありがとう。

これからも、ずっとワタクシと共に人生を歩んでくださいね。

それでは、また、お会いできる日まで。

love

他のユーザーへ届いた手紙はコチラ

JUGEMテーマ：ブログからの手紙

http://jugem.jp/fun/picto/search.php?keyword=%E9%AC%E9%AF
http://jugem.jp/utf/?sort=recent_vote_cnt&keyword=%E9%AC%E9%AF&thumbnail=1#utf_menu
http://stepup-j.jugem.jp/?eid=18
http://jugem.jp/theme/c227/8293/


2009.04.02 Thu 明日も仕事かぁ。

大倉担まひるですけどもー。

もっそい疲れた

朝起きれないかと思った。(笑
明日も歯医者の後仕事だし。

せっかくのお休みがぁー

で、今日は水嶋ヒロｸﾞｯｽﾞを買ってきました。

（↑写真集。

（↑メイちゃんの執事ﾌｫﾄﾌﾞｯｸ＆水嶋ヒロDVD
写真集はまだ見てないけどメイちゃんの執事ﾌｫﾄﾌﾞｯｸはもっそいいい

一人でﾆﾔｹてました



疲れてるので寝ます。

もし眠れなかったらまた書きます。

JUGEMテーマ：水嶋ヒロ

http://jugem.jp/theme/c78/348/


2009.04.03 Fri ﾑﾊっ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、眠すぎて歯医者行けなかった

しかも郵便局にも行けず

今日、休日出勤だったんだけど予定よりも早く帰ってこれて

１８時半には についた。

で、 に伝言が入ってて

本屋からで水嶋ヒロくんの本が入荷したとゆーので

早速取りに行ってきました

（↑HIROMODEﾀﾞｽ♡
中見たけどもっそいいいです

DVDもついてて結構お得な感じ。

なんか高校時代（桐蔭学園）の写真も載ってて

ぜってぇﾓﾃたよ って感じで。（笑

で、今日、休憩中に で芸能ﾆｭｰｽみたいなの見てたら

水嶋ヒロ、絢香ついに結婚か

ってあって心ﾎﾟｯｷﾘ折れるまひるたそでした

で、帰ってきて桜が満開なことに気づき、写真を撮ったんだけど

考えたらすでに夜桜状態



だって忙しくて写真撮ってる暇ないんですもん

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

昨日、TV誌買ってきたんですけど噂に聞いてた

ただﾁｬﾝの茶髪。

そしてﾊｰﾌｱｯﾌﾟの髪がもっそいｽﾃﾁ

作太郎になりたい···｡

いいなぁ。子煩悩な忠義も。

やっぱり子供好きな人がいいよね

あたしも子供好きだし。

（↑つーかあたしが子供みたいなんだけど。（笑

（↑子供ﾚﾍﾞﾙなあてくし

ただﾁｬﾝに可愛がられたい

いろんな意味で。←逝け。

そう、あたし、亮ﾁｬﾝともっそい音楽の趣味があう気がするのは

あたしだけですか???
斉藤和義さんもﾕﾆｺｰﾝもﾁｬｯﾄﾓﾝﾁｰも 持ってるんだよね。

ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞもほとんど 持ってるし。

ｳﾊ

ご飯食べてきまーす♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。



pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

亀ﾚｽですがｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁなどいただけると

励みになりますので

これからもよろしくお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.04.05 Sun 幸せになってくれなきゃ許さないから。

大倉担まひるですけどもー。

今日はなかなか寝付けなくてﾌﾞﾛｸﾞ書いてます

明日のKAT-TUNの番組録画しようと思ったら全然ｽﾍﾟｰｽがなくて

必死に少し空けました。

なんかそういや、この間のじゅんのすの単独で出た番組

録画しなかったんだよねー

録画したかったんだけどHDDに全く余裕がなくて

挫折しました

あ。で、水嶋ヒロくんと絢香さんの結婚ってやっぱり

ﾎﾝﾄだったんですねぇ。

なんかこうゆう時ってお祝いの言葉を述べなくてはならないとは

思うのですがまさかまだ結婚するなんて思ってなかったので

かなりの衝撃でうまく言葉が出てきません。(;∀;)
でもひとつ思ったのは絢香さんに持病があって

その体を含めて守ってあげたいとゆーヒロくんの言葉に

感動しました。

やっぱりあたしの好きなヒロくんだなぁって思いました。

絢香さんを守って大切にして幸せになってください。

今と変わらずヒロくんを応援していきます。

そうそう、昨日のHIROMODEあったじゃないですか???
あれに夏にヒロくんがお友達と山梨に遊びに来た写真が載ってるのですが

あたしんちにめっちゃ近い場所で写真撮ってて

ﾃﾝｿﾝ駄々上がりです

はぁ。ヒロくんが来てるって知ってたら絶対行ったのに。

(↑まひるたそ仕事は

最近若くても全然早く結婚したりするじゃないですか

だから時々ただﾁｮﾝが不安になります

あたしの最後の砦なんで。



うーん

でもあたしが年齢が上がってくってことは好きなﾀﾚﾝﾄさんも

年齢が上がってくわけでそうするとやっぱ結婚とか

出てくるじゃないですか

そしたら好きな人が全員既婚者になってしまう可能性も

あるわけで。

そしたらあたしはどうするんだろう。

やっぱり今までみたくﾃﾝｼｮﾝ高く応援ってわけには

いかないんじゃないかなぁって思います

だって前より塚本高史くんのこと落ち着いた目で見てる

自分がいるもん。

好きだけど決してその視線はあたしに注がれることはないんだなぁとか

奥さんのことが第一なんだなぁとか思うと

やっぱり凹むのは当然のことで。

くやしいです （ｻﾞﾌﾞﾝｸﾞﾙ）

ｻﾞﾌﾞﾝｸﾞﾙで思い出したんだけど

友達の弟が今、神奈川に住んでるらしいんですが

ｻﾞﾌﾞﾝｸﾞﾙの加藤さんに遭遇したんで一緒に居た人に

「写真撮ってもらえますか 」って

聞いたらｻﾞﾌﾞﾝｸﾞﾙの相方の方にお願いしてたみたいで。(笑
そう言われてみるとあたしも加藤さんの相方の顔が思い出せません。(;∀;)

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁたくさんありがとうございます。

亀ﾚｽですがﾚｽいたしますので

もうしばらくお待ちください。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁ大歓迎です♡

http://jugem.jp/theme/c78/348/


JUGEMテーマ：水嶋ヒロ



2009.04.07 Tue そっかぁ。(;∀;)

大倉担まひるですけどもー。

やっぱり源太ﾁｬﾝ、死んじゃうんですね

なんか随分前から噂立ってたし、

忠義も茶髪にしてたからきっと死ぬんだろうなぁとは

思ってたけどでもやっぱり昼間、歯医者から帰ってきたら

「壮絶死」ってあったから泣きそうになった

あたし、ちゃんと見れるかなぁ。

忠義が１７時間も頑張って演じたことだから

ちゃんと見なくちゃって思うけど

やっぱり見た後は精神的に落ちるんじゃないかなぁって思うし

忠義でさえ演じて重く感じたってゆーぐらいだから

もっそい不安。

しかも仕事人のDVDが発売決まったそうで。

新春ｽﾍﾟｻﾙと上巻の発売が決まったんだけど

源太ﾁｬﾝの壮絶死は上巻ですか???
なんか上巻に入れて欲しいわぁ。

なんかだって後出てないのに

壮絶死のために下巻買うのはお財布に優しくないじゃん。

しかもあたし的にｼｮｯｸなことが

仕事人のDVDとメイちゃんの執事のDVDが発売日一緒なんですよ

６月１７日。

両方欲しいけど全部買うほどお金に余裕あると思う

初回盤とかで違いがあるなら初回盤のある方を

先に買うわぁ。

あたしは誰ｦﾀだよ???って話ですけども。

今日は午前中に歯医者に行って帰りに 寄って

お金振り込んで本屋に行ってｦﾀ誌買ってきました

でも帰ってきて眠すぎて爆睡しました。



久々に爆睡した。

最近寝不足続きだったし、疲れてたから

一気に疲れが出て１７時ぐらいまで寝てた。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

亀ﾚｽになってますがしっかりｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.04.08 Wed 嗚咽覚悟で。

大倉担まひるですけどもー。

今日、TV誌買って仕事人のﾍﾟｰｼﾞ見て泣いた。(;∀;)
あたしちゃんと見られる自信ないなぁ。

もうだって数枚の写真で泣いてるぐらいですからね。

もう想像だけでｲｯﾃQだよなぁ。(;∀;)

なんかなんかもう無理

あたし、ﾄﾞﾗﾏとか見てもﾘｱﾙに受け止めるﾀｲﾌﾟなのね。

だから泣ける話とかすっごい嗚咽するし、

ﾎﾝﾄにひどいと吐くのね。

（↑どんだけ

なんか金曜日吐きそうです

今日、 に行ったのね。

予約してあってそれでも１時間半ぐらい待つんだろうなぁと

思ってて１５時半ぐらいに行ったんだ。

そしたら１０分ぐらいしか待たなくて。

だから１７時前には に着いてて

もっそい早退しましたけど何か

で、今日初めて知ったんだけど

うつの薬が太るのは知ってたんだけど

それがなぜかってのを今日初めて知りました。

薬を飲むとお腹が空くからなんだって。

あたしだからうつになる前と比べたら１０ｷﾛ以上太ってるのね。

だから薬をやめると少し元に戻るし。

なんかもっそい自己管理の出来てない人みたくて

すみません

最近また韓国ﾄﾞﾗﾏ見てます。(笑
なんかﾗﾌﾞｺﾒﾃﾞｨｰなんだけど

今まで見た韓国ﾄﾞﾗﾏってすごく純粋で



あんまり寝るとか寝ないとかそんな話は程遠かったのね。

それが今回は主人公の女の人がｴｯﾁな雑誌とか扱ってる

会社に勤めててなんかちょっとひ○いなんです。（笑

まぁ、でも言葉はひ○いだけど

気持ちは純粋なのかなぁ

なんか相手の男の人がもっそい可愛いの♡

ちなみに年齢設定が女の人は３３歳で男の人が２４歳で

幼馴染って設定。

なんかこうゆうﾄﾞﾗﾏも韓国でもあるんだなぁって

びっくりしました。

なんか１８日のCan!ｼﾞｬﾆﾛｹが忠義とヒナﾁｬﾝなんだけど

ﾔｯﾊﾞｲ。

ﾃﾚｶﾞｲとかに写真が載ってて食べ物ﾛｹってこともあり

忠義のﾃﾝｼｮﾝが尋常じゃない。(笑
やっぱり周りに食べてるか寝てるかって言われるぐらいの人

ですからね。

そんな忠義が可愛くて仕方がないんですけども

うっきゃんきゃん

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

亀ﾚｽですがしっかり熟読させていただいてます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210


これからもよろしくお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.04.10 Fri 体がｶﾞﾀｶﾞﾀ。

大倉担まひるですけどもー。

もっそい疲れた

もう久々に仕事中に体だるくなって

ﾔﾊﾞｲって思ったもん

ﾎﾝﾄ動けなくなるかと思った

いやぁ、久々にｷｬｯﾂ見ましたね

やっぱりぶっさんとｱﾆはｶｯｺｲｲ

ﾊﾞﾝﾋﾞも好きだけど。

最高です

で、ｱﾆの弟役が成宮くんだって知ってた

あたし、未だに塚本くんのことｱﾆって呼んでる。(笑

なんかIE６を使ってたんだけどIE８にﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟしたら

もっそい使い勝手が悪い

なんか自分のﾌﾞﾛｸﾞ見た時にﾃﾝﾌﾟﾚが崩れてて。

それは一応直したんだけど

♡とかﾊｰﾄに見えないし。(;∀;)
ちょっと元に戻そうかなぁって思ってる。

あたしの が古いだけなのかもだけど。

いよいよ明日は仕事人１１話ですね。

なんか緊張してきた。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
たぶん忠義が１番緊張してると思うけど。

ですよね〜



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.04.12 Sun 仕事人１１話。

大倉担まひるですけどもー。

忠義、仕事人お疲れ様でした。

寒い中での撮影。

難しい時代劇のお仕事。

良き、先輩方やｽﾀｯﾌさんに囲まれてのお仕事。

伝統ある仕事人のお仕事。

今までの仕事人の出演者の中に肩を並ばせて

いただくことでﾌﾟﾚｯｼｬｰなどもあったと

思います。

でもﾎﾝﾄに選ばれて良かったなぁと思います。

忠義はﾎﾝﾄに頑張ったと思うし、

出演者の方と比べても全然見劣りしてないなぁって

あたしは思いました。

あたしは仕事人の仕事が始まった時に

源太ﾁｬﾝはずっと人を殺めるということに

後悔しながら続けていくんじゃないかなぁと

書きました。

特に最近の源太ﾁｬﾝはそうでしたよね。

そんな源太ﾁｬﾝの葛藤も見ててすごくつらいなぁって思ったし、

それを演じてる忠義は見てる視聴者の方々に

そう思わせるだけのお芝居を見せたわけで。

卒業はつらいけど

でも最後に源太の優しさ、暖かさ、人間らしさに

触れたｼｰﾝをたくさん作っていただき

ﾎﾝﾄに感謝の気持ちでいっぱいです。

ﾎﾝﾄにまた一歩成長した忠義が見れて幸せの金曜日を

いただきました。

もう源太ﾁｬﾝを見ることはないけど



一人一人の心の中に生き生きとした姿が印象に残ってると

思います。

なんかぶっちゃけ、途中まで源太ﾁｬﾝ、来週以降もいるんじゃないか???
って思わせてくれるぐらい生き生きとしてましたよね。

詳しくはまだ見てない人もいると思うので

追記に書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

なんかもう昨日ほどﾄﾞｷﾄﾞｷしてTVをつけたことはないんじゃないかって

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://jugem.jp/theme/c79/25/


ほどﾄﾞｷﾄﾞｷしてましたね。

始まって源太ﾁｬﾝのおっかぁとゆう人が現れる。

源太ﾁｬﾝはおっかぁの顔も知らなければぬくもりも

知らずに育った子だった。

だからそこにつけこんできたおとみが許せなかった。

作太郎がおっとぅはどっちのこと信じるの???
って言った時に作太郎のつらさもわかったし、

源太ﾁｬﾝのおとみを信じたい気持ちもわかったから

つらかった。

桜の舞い散る中での最後のおとみとのｼｰﾝは

ﾎﾝﾄにしんどかった。

呼吸も出来ないぐらいに。

お願い。源太ﾁｬﾝを殺さないで。

ってそればっかりを願った。

死んじゃうってわかっててもやっぱり死んで欲しくないって

気持ちで押しつぶされそうになって。

またこれからもからくり作って子供達に笑顔与えて欲しいなぁって

思ったし。

なんか水川あさみﾁｬﾝが死んでその妹が新しく入ってきたでしょ???
なんかそれも前々から納得いってなくて。

やっぱりぶっちゃけ卒業なんてして欲しくなかったけど

でも素晴らしい花道は作っていただけたかなぁって思います。

もう最後の演出は素晴らしかったと思います。

ﾎﾝﾄに胸に熱くこみ上げてくるものあったし、

ぐしゃぐしゃに泣いたけど

でも忠義、今までお疲れ様でした。

忠義のおかげで金曜日がいつもと違った金曜日が

送れました。

ありがとうございました。

これからも仕事人で学んだことを生かして

頑張って欲しいなぁって思います。



難しい役だったと思います。

でもその分いろんな面でｽﾀｯﾌさんに

殺しの部分を綺麗に撮っていただいたりありがたいなぁって。

お世話になりました。

忠義、ﾎﾝﾄにお疲れ様でした。



2009.04.12 Sun 博貴と忠義くん。

大倉担まひるですけどもー。

今日、仕事はﾊﾞﾀﾊﾞﾀで疲れました

なんか万引きとかあって警察来たりして。

中学生だったんですけど全然反省の色なし。

現場写真撮ってる時にﾋﾟｰｽとかしてるし、

お腹空いたぁとか言ってるし。

なんか警察官も全然頼りないの。

もっとガツンと言ってくれっつーの。

１度痛い目にあわないと絶対わからないｶﾞｷ共だわ。

なんか源太ﾁｬﾝが亡くなってあんまり力が出ません

まぁ、昨日の今日だしなぁ。

なんか宗佑が亡くなった時もこんな感じだったなぁ。

全然力が出ないの。

あたし、ﾄﾞﾗﾏって割り切るのにﾎﾝﾄに

時間がかかるのでしばらくぼんやりしてるかも

しれませんが

また新たな忠義を見たら少しは元気取り戻せそうです。

そうそう、なんかCM見てると今年のﾌｧﾝﾃﾞいい感じじゃないですか???
あたし的に柴咲コウﾁｬﾝがやってるやつがいいなぁって

思ってるんですけど。

あたし、数年ｶﾈﾎﾞｳのﾄﾜﾆｰを使ってるんですけど

結構化粧崩れが気になるんですよね

あたし、汗かきなんですぐ崩れちゃうんですよね

何かいいﾌｧﾝﾃﾞあったら教えてください。

ちなみにTｿﾞｰﾝがｷﾞｯｼｭで頬はｶｻｶｻです。(;∀;)

なんか最近思うんですけど



博貴はやっぱりエイトには戻れないんだなぁって

現実を突きつけられます。

あたしにとってそれはすごく悲しいことで

寂しいことでやっぱり８人でエイトで居て欲しいって

思ってるんですけど

そう思ってない人がいるのも事実なんですよね。

確かに博貴は悪いことをしたし、

エイトで活動した時期も短いけど

でもエイトで活動する前からエイトメンとは

ずっとお仕事してきたし、

やっぱりもっと暖かい目で見守って欲しいなぁって

思うわけです。

あたしは今でも博貴が好きだし、

末っ子だと思ってます。

なんかでも忠義が８→１を書かなくなった時点から

内心分かってるんですよね。

もう別々の道を歩いているんだって。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

亀ﾚｽですがしっかりｺﾒﾝﾄ読ませていただいてます。

これからも暖かい目で見守ってくださると嬉しいです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.04.13 Mon 賛否両論。

大倉担まひるですけどもー。

今日は水嶋ヒロくんの２５歳のお誕生日です♡

おめでとうございます。

ヒロくんはすごく男らしくて大人で

あたしよりも年上なんじゃないかって思っちゃいます。

これからも絢香さんを守っていってくださいね。

今年の誕生日はヒロくんにとっても特別なものに

なるんじゃないかと思います。

ﾎﾝﾄに誕生日おめでとう♡

さてさてエイトごとは仕事人以来何も見てませんが

休みの日にまとめて見ることにします

あぁ。今日の「鉄腕DASH」が早く見たい〜♡

なんかただﾁｬﾝも単独で に出ることも

増えたんだなぁと嬉しい限りです

あ。まだお友達に送ってもらったただﾁｬﾝのDVD見てないんですよねぇ

忙しくて見る時間がなかなかなくて。

この間の休みは爆睡しちゃったし

そろそろ新しい番組も始まりかけてるんで

そっちもﾁｪｯｸしなくちゃなぁ。

なんか結構たくさん見たいﾄﾞﾗﾏがあって。

ｳﾊ

なんかもうすぐｱﾙﾊﾞﾑ発売日だし

あたしはﾈｯﾄで注文したので発売日じゃないと

ｹﾞｯﾄ出来ないんですけど

でもすっごい楽しみです♡

考えたら何もﾁｪｯｸしてないし。(笑

あたしはそれでもｦﾀですか



って感じなのですが

次のﾚｺﾒﾝは聴こう。

ちょっと素晴らしいものを発見したのよ

あたしの部屋のｺﾝﾎﾟが壊れてて何も聴けない状態で。

それでちょっと前にﾔ○ｵｸでｶｾｯﾄを落札したんだけど

落札しておきながら にはｶｾｯﾄを

聴くものがなかったんですよ。

それがつい最近会社にあることを発見しまして。

ﾗｼﾞｵもついてたのでﾚｺﾒﾝも全国放送からですが

聴けそうです♡

ﾎﾝﾄはﾈﾄﾗｼﾞも聴けるんだけど

あたし、木曜日は２２時まで仕事で帰ってきて

ご飯食べてお風呂入ってたら２４時ぐらいになっちゃうんですよね

残念なお知らせでした

なんか某ﾌﾞﾛｸﾞを見てたんですけど

仕事人の１１話が物足りないって話が出てて。

確かに今までﾚｷﾞｭﾗｰで活躍してた源太の死に対して

あっさりしてるなぁっていう感想はちょっと持ってます。

でもそのﾌﾞﾛｸﾞのｺﾒﾝﾄ欄にもあったんですけど

仕事人とは昔からﾚｷﾞｭﾗｰﾒﾝﾊﾞｰの死に対して

案外あっさりしてるらしいのです。

なんかあたし的には２時間枠を取って欲しいぐらいだったんで。(笑
でも１７時間もかけて撮影していただいて

その凝縮した感じも認めます。

でももうちょっと源太が亡くなってからの作太郎のこととか

もっと掘り下げて欲しかったなぁって。

まぁ、それはこれからも放送が続くので

追々わかっていくんでしょうけど。

なんかうまく言えないんですけど

なんかもうちょっと源太の死を惜しむｼｰﾝが

あっても良かったかなぁって。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

亀ﾚｽですが励みになるので

これからもよろしくお願いします。
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2009.04.14 Tue 明日は縦山さん???斜め山さん???

大倉担まひるですけどもー。

明日のﾃﾚﾌｫﾝｼｮｯｷﾝｸﾞが横山さんですね♡

やっかし。

ｱﾙﾊﾞﾑ発売日だし、ｽﾙｰはないだろうなぁって

思って 見てたら

「関ｼﾞｬﾆ∞の···｡」

ｷﾀ━━━━━━(♡∀♡)━━━━━━！！ 
縦山さんですか

斜め山さんですか

「横山です。」（笑（萌え♡

あたしの中でまた横山さんｷﾃるんですよね♡

なんかヨコﾁｬﾝが 見ながら

待ってたかと思うと

かばえぇ♡

横山さん、どこで何してたんだろ

やっべぇ。あとでHDD空けなくちゃ。

あたしの中での横山さんﾋﾟｰｸは黒髪ｽﾄﾚｰﾄなんですよ。

もうﾔｯﾊﾞｲ。無駄に明日が楽しみ♡

ｱﾙﾊﾞﾑも届くし。

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

もう巷ではエイトのｱﾙﾊﾞﾑﾌﾗｹﾞして聴いてる人いるんだよね

じゃなかったら地元のCDｼｮｯﾌﾟに買いに行ったのに。



なんで今日 なんだろ

ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ｱｧﾊｱｱｧｧ━━*´Д
｀*━━ｱｧﾝ!!

あたし、ﾁｷﾝだから絶対今夜眠れないんだよなぁ。

ｱﾙﾊﾞﾑが届くってのと縦山さんがいいとも出るってゆーので

ﾄﾞｷﾄﾞｷで。

あ。横山さんね。（笑

あ。でも今日ね、１０時ぐらいに起きて

歯医者にｷｬﾝｾﾙ入れてそれから をいじいじして

１２時からいいとも見てつよさんｶｯｺｲｲなぁと思って見とれてて

で、ヨコのつよさんと 代わる前の

「はい。」がもっそい暗かったことは内緒ね。(笑

つよさんが「くらっ 」って

突っ込み入れてたし。

なんか横山さんの素を見ました。(笑
あ。それでそれ見たら安心して寝ちまった。

お昼寝したので結局何も見てないってゆーね

いつものｵﾁですよ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2009.04.15 Wed PUZZLE

大倉担まひるですけどもー。

今日、帰ってきて速攻ｴｲﾄのｱﾙﾊﾞﾑが届いてるか

確認して届いてたからもうすぐ聴いた。

もうﾎﾝﾄ昨日から全然待ちきれなくて。

で、とりあえず本編の方は全部聴いたのね。

すっごいいい

もう最初に「一秒KISS」を聴いてｶﾞﾂﾝとやられて

最初から通して聴いたんだけど

あたし的に好きなのは、

「一秒KISS」
「ﾊﾟｽﾞﾙ」

「ﾛｰﾘﾝｸﾞ·ｺｰｽﾀｰ」

「My Last Train」
「ﾌﾞﾘｭﾚ」

「ｷﾞｶﾞﾏｼﾞﾒ我ﾌｧｲﾄ」

「情熱Party」
「どんなに離れてたって傍にいるから」

ほぼ全部じゃん って話ですけどもー。(笑
でねぇ、ｼﾝｸﾞﾙも最近聴いてなかったから久々に聴いたら

やっぱりいいなぁって思ったし、

もう最高

また追々感想は書くとして。

たぶん聴きこんでるうちに感想が変わってくると思うから。（笑

ｿﾛはねぇ、まだ全部聴いてなくて

とりあえず忠義ｿﾛをﾘﾋﾟﾘﾋﾟしてます♡

あぁ。もう忠義のこうゆう感じ大好き♡

あたし、ﾎﾝﾄ忠義の声大好きで。

基本ちょっと声の低い人好きなんで。(笑

声の低いってゆーか声のｴﾛｲ人

やっべぇ。



あ。それでDVDの方も見た。

あたし的には３曲ともすごく好きなんだけど

１番好きなのは「Kicyu」。

でも振りが全然覚えられねぇー

たぶんｱﾆﾒだからってこともあると思うんだけど

何度もえぇ えぇ えぇ って

なるんですけどもー。(笑

もう見て速攻大きな声で「無理 」って

叫んじゃった。

とりあえず毎日見ます♡

なんか章大とかヨコとか曲作ってるの見て

すっげぇなぁって普通に思っちゃった。

人が曲作ってるのって見たことあるのに。

なんだろなぁ。

普段おちゃらけてる人達が時々ｱｰﾃｨｽﾄなとこ見せると

やっぱりすごいってﾘｱﾙに思うよね

なんかﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞしてる姿とかで

こうした方がいいですか とか言ってると引き出し多いなぁって思うし。(笑

あたしがどんだけ引き出し持ってないんだ って話ですよね。(笑

で、今日いいともも見たよ。

もうヨコがｼｭっとしててかっこよかったぁ

なんかﾀﾞｲｴｯﾄの話とかしてた。

なんかヨコもそうだけど忠義も丸ﾁｬﾝも確実にしぼってくるじゃない

そうゆうのってﾌﾟﾛ意識高いなぁってやっぱり思うしね。

普段ﾀﾞﾗﾀﾞﾗですけど。(笑

あ。それで「ｱｲｼﾃﾙ」ってﾄﾞﾗﾏをさっきまで見てたんですけど

流星の絆で亮ﾁｬﾝの子供の時の役をやってた男の子が出てて

結構思ってた感じのﾄﾞﾗﾏじゃなくて

その子がちっちゃい子を殺しちゃうお話で。

なんか最近子供が子供を殺す事件も多いから

ﾘｱﾙに見入っちゃって。

ちょっと毎週見そうです。



とりあえずｱﾙﾊﾞﾑ聴きたいんで

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2009.04.16 Thu 神様、仏様、大倉様。

大倉担まひるですけどもー。

ﾔｯﾊﾞｲ。

ﾎﾝﾄに今回のｱﾙﾊﾞﾑはﾔｯﾊﾞｲなぁ。

もう全部の曲が良すぎる。

ﾃﾝｼｮﾝ上がるなぁ

昨日好きな曲に挙げなかった

「ｱｶｲｼﾝｷﾛｳ」も「渇いた花」も「ｺﾞﾘｺﾞﾘ」も

「咲いて生きよ」もやっぱりｶｯｺｲｲなぁって思うもん。

こんなに良いｱﾙﾊﾞﾑでいいんですか

あぁ。もうﾗｲﾌﾞで見れたら最高だなぁ。

今、ETCで高速安くなってるからどこの地方も

倍率高いでしょ

あぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

ﾄﾞｷﾄﾞｷ

長野当たってー

はぅ。また地方は１部２部両方見ないと

ｿﾛが全部見れないってあり

忠義ｿﾛが見れなかったらどうしよー

その前にﾁｹが当たらないと何も見れないんですけどね

なんか時間見たら１部と２部の間が２時間しかなかったりして

ぜってぇ、ｿﾛ全部は見れないんだなぁって思ったもん。

（↑勝手な憶測。

神様、仏様、大倉様、お願いしますだ。

あ。ﾚｺﾒﾝ聴きたいんで短いけどおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡



pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2009.04.17 Fri ｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞでｺﾞﾒﾝなﾊﾟｲ。

大倉担まひるですけどもー。

なんかとにかくいろんな種類のあるﾌﾟｰﾙに行った夢を

見ました。

ｽｲｽｲ泳いでいたんですけど

実際のあたしはかなづちでして （笑

泳げても平泳ぎで１０ﾒｰﾄﾙぐらい。

それで夢の中でKicyuをするんですけど(笑
なんかどうしてもただﾁｬﾝとKicyuしたくて

頑張ったんですけど結局出来なかった。(;∀;)

夢の中でも大倉忠義のﾊｰﾄﾞﾙは高いぜ

はぁ。ただﾁｬﾝとKicyuしたかったなぁ。（切実

昨日、全国放送からﾚｺﾒﾝ聴きました。

はぅーん

ただﾁｬﾝと丸ﾁｬﾝがｹﾞｽﾄでした。

考えたらすばﾁｬﾝはJｰROCKのﾂｱｰ中だし、

やっすんは昨日からｶｺﾞﾂﾙﾍﾞの大阪公演始まってるんだよね。

亮ﾁｬﾝが何のお仕事だったのかわからなかったけど

全国放送になってから が繋がって

おねむの亮ﾁｬﾝがかわゆす♡

なんかﾊﾟｽﾞﾙを斉藤和義さんに作っていただく際に

亮ﾁｬﾝと丸ﾁｬﾝと忠義で斉藤和義さんと会って話したんだって。

なんか最初、亮ﾁｬﾝだけだったらしいんだけど

ﾃﾝｼｮﾝ上がって酔っ払ってしまって

それで話が出来ない状態になってしまって

それで忠義と丸ﾁｬﾝを呼んだらしい。

で、２人がエイトの生い立ちから何もかも話したんだって。

なんかすごいなぁと思って。

あたし、たぶん亮ﾁｬﾝが好きになる前から斉藤和義さん好きだったのね。

１０年ぐらい前だから。

その斉藤和義さんに曲作ってもらえるって感動。



なんか亮ﾁｬﾝって案外ﾊﾟﾜﾌﾙよね

好きなｱｰﾃｨｽﾄさんにﾗﾌﾞｺｰﾙして会ったりしてるもんね。

すばﾁｬﾝとかもそうだけど。

で、亮ﾁｬﾝのｿﾛ曲は１回ﾀﾞﾒだしをされたらしい。（苦笑

で、ｱﾚﾝｼﾞしてもらって

ヨコのｿﾛ曲は最近亡くなったおばあちゃんに聴かせたかったんだって。

でも結局聴かせられなくて。

それでおばあちゃんの葬儀の時にお花が「関ｼﾞｬﾆ∞」で届いてて

すごく嬉しかったんだって。

そうゆうことを書いた歌なんだって。

なんかこの話をするのが非常に照れくさいらしく

ｿﾛ曲について聞かれるといつもごまかしてきたという横山さん。

ヨコらしいなぁって思います。

そしてやっかしエイトって暖かいｸﾞﾙｰﾌﾟだなぁって

思います。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2009.04.19 Sun 横山裕に首ったけ&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

なんか凹む事件がありまして

職場でなんですけど。

それで全然落ち着いて仕事が出来ないってゆーね

最悪です

で、昨日「ｻﾞ·ｸｲｽﾞｼｮｳ」を２０分ぐらい見れたんですよ。

なんか途中からだから翔くんとヨコの関係とか

全然わからなかったんだけど面白かった。

しかもヨコちょがめっちゃかっこよかった♡

あたし、ヨコのあのﾋﾞｽﾞにﾁｮｰ弱いんですよ。

ﾎﾝﾄヨコ担になってしまおうかと思うぐらい大好きです

しかもあたしどMだし。(笑

ヨコに胸倉掴まれてぇー （笑

しかもヨコのｿﾛ曲聴くと必ず泣いちゃうんですけど。

前にも話したことあるかもしれないけど

あたしのおじいちゃんも心臓が悪くてﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ入れてたのね。

で、その手術が終って数日経って

お見舞いに行ったんですよ。

そしたら手なんてﾊﾟﾝﾊﾟﾝにむくんでて

あんまり物とか掴めなくてそれなのにあたしにお茶入れてくれようと

するんですよ。

結局あたしがお茶入れたんですけど

でもその姿に涙出ました。

すっごい優しいおじいちゃんで去年亡くなったんですけど

ヨコの曲聴くと思い出すんです。

なんかおじいちゃんもおばあちゃんも亡くなる時は

ほぼ植物人間状態だったので

話すことも出来なかったのが残念なんですけど



でも大好きだった。

そう。１ヶ月ぐらい前なんだけど

職場で帰りにM氏にﾛｰｷｯｸされたのね。

それがちょうどくるぶしに当たって

もっそい痛かったのね

でも腫れてもないからいつも忘れるんだけど

仕事から帰ってくると痛むのね。

やっかしひびでも入ってる

普段は痛くないんだけど長時間立ってたりすると

痛くなるの

行った方がいいですか

じゃ、今からHDDのｽﾍﾟｰｽ空けます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2009.04.20 Mon 誰が悪いとかじゃなくて。

大倉担まひるですけどもー。

はぁ。やっぱり聖が仕事人入りですか。

噂通りだったけどでもやっぱりｼｮｯｸだなぁ。

聖が悪いわけじゃないけど

やっぱり忠義が抜けて誰かｼﾞｬﾆｰｽﾞから入るってのが

ｼｮｯｸかなぁ。

なんかあたし的に仕事人ﾌｧﾐﾘｰと言ったら

東山さんと松岡くんと忠義が当たり前で。

やっぱり大人の事情であれｼｮｯｸです。(;∀;)
なんかそう簡単に頭切り替えられないよ。

なんてｸﾞｼﾞｸﾞｼﾞ言ってたら

たぶん忠義が１番ｼｮｯｸだと思うけど。

ｺﾞﾒﾝね。

忠義はとっくに気持ちの整理つけたよね。

それなのにｸﾞｼﾞｸﾞｼﾞ言ったりしてｺﾞﾒﾝ。

あ。１日遅れだけど

章大、ｶｺﾞﾂﾙﾍﾞ千秋楽おめでとう。

そしてお疲れ様でした。

なんか話聞いて雑誌でﾚﾎﾟ見ただけだけど

ﾎﾝﾄに素晴らしい舞台だったみたいで

ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸな章大にぴったりの舞台だったんじゃないかなぁって

思います。

今回見れなかったのはすごく残念だけど

無事に楽日を迎えられて良かったなぁって思います。

ﾎﾝﾄにお疲れ様でした。

なんかPUZZLEのDVD見てﾎﾝﾄに章大って天才的だなぁって

思いました。

安田担の章大に惹かれる気持ちが



すごくわかる気がしました。

ｴｲﾄｺﾝ前半の当落が決定しましたけど

後半は来週わかるのかしら

あぁ。もう頭ｲｶﾚそうです

早く知りたいけどﾊｽﾞﾚたと知ってそれから

ずっとﾗｲﾌﾞが終わるまで凹んで過ごすかと思うと

ﾄﾞｷﾄﾞｷです

でもこればっかりは運ですからねぇ。

まぁ、ﾊｽﾞﾚたら腹くくります。(笑

そうそう、「ｻﾞ·ｸｲｽﾞｼｮｳ」の視聴率が良かったみたいで。

１４％とか

やっぱり嵐＆エイト効果ですか

それにやっぱりﾄﾞﾗﾏの設定が面白い。

ﾄﾞﾗﾏの設定とｷｬｽﾄがいい。

ｽﾄｰﾘｰも面白いし。

そしてヨコちゃまにしかられたい。

(↑あたしの願望です。(笑
あ。で、和田くんが出てたことに胸ｷｭﾝ♡

見るの、死化粧師以来ですかねぇ。

久々です♡

なんかエイト物が全く消化できておらず。（ﾁｰﾝ

まだ鉄腕DASHも見てないもんねぇー

なんか先々週の仕事人から動きが止まってます

明日少しでも消化しよー。

なんか先週の休みも だったんで

買い物とか行けず。

そして今週の休みも

もう久々に にしようかなぁ。



買い物行きたいんだよう。

ｱﾛﾏｷｬﾝﾄﾞﾙを探しに行きたいんだよう。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

亀ﾚｽですがｺﾒﾚｽさせていただいてます。

おっせぇんだよ。ｺﾉﾔﾛｰとお思いかと

思いますがしばしお待ちを。
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2009.04.21 Tue 当たっちゃった&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

今日は目覚ましを時間ずらして３回かけてたのに

思いっきりｽﾙｰ。

気がついたらお昼の１２時で。

どんだけ疲れてるんだよ と一人で突っ込みました。(笑
その後もずっと眠くて

結局１５時ぐらいまでﾍﾞｯﾄﾞの中でﾓﾀﾞﾓﾀﾞしてた。(笑

あたし、今年の運使い果たしたかも的な

出来事がありまして。

今年の初めに でｼｰﾙ集めて

いろいろもらったわけですよ。

NEWSのひざかけからｶｲﾛ。

それで余ったｼｰﾙでNEWSのBABY-Gも応募してたんですね。

たぶん４口ぐらい応募したと思うんですけど

それが実は当たったんです

（↑これです♡

さっき家の事務所に郵便物取りに行ったら

置いてありましてもしかして···｡

って思ってﾄﾞｷﾄﾞｷで開けたらNEWSのﾊﾟｯｹｰｼﾞの箱が。

まさか当たるなんて

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ



それでﾌﾞﾛｸﾞ放置で寝ようと思ってたんですが

ﾌﾞﾛｸﾞ書くことにしました。(笑
(↑単純。

あたし実はちょいちょいﾐﾗｸﾙ起こすんですよね。(笑
忠義ｿﾛｺﾝだってすば倉ﾗｲﾌﾞだって１名義しか申し込んでないのに

当たったり。

まぁ、それでNEWSものが当たってて言うのも

なんなんですがエイト物を当てたいと思う贅沢娘です。(;∀;)

あ。で、写真撮ってｱｯﾌﾟしてなかった画像があったんで

ｱｯﾌﾟします。

特に何 ってわけでもないんですが

ｱﾙﾊﾞﾑの箱を開ける前に写真撮っておきたかっただけです。(笑

で、結局今日ﾎﾝﾄ何もしてないんですよ。

なんか疲れちゃってずっとｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞしてまして

エイト物も全然消化出来てないですし。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
評判のいいﾌﾟﾚﾐｱﾑもまだ見てないですし、

評判の悪いHEY3もまだですし。

Can!ｼﾞｬﾆもまだ見てないですし。

ただﾁｬﾝ、ﾛｹどうだったんだろ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑは斗真たんもゆっくり見たいから時間のある時じゃないとね。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.04.24 Fri 早起き。

大倉担まひるですけどもー。

２日の放置すみません

なんか疲れてて次の日朝早かったりして

帰ってきて速攻爆睡してました。

なんか今日も午前中歯医者で先週、今週の火曜日が で行けなかったので

久々でし。

ついでに帰りにエロ本（ｦﾀ誌）を買ってこようと思います♡

まだTVｶﾞｲﾄﾞも買ってないですし。(;∀;)

ﾑﾊ

で、今日は早起きなんですよねぇ。（笑

歯医者は１０時だというのに６時半起きですよ

なんか２度寝すると起きれそうにないから。(笑

そうそう、それで昨日はどこに行っても草なぎくんの事件の話題で

持ちきりでした。

でも思うんですけど

世の中に酔っ払って全裸になる人なんて

たくさんいるわけじゃないですか

実際草なぎくんもその時のことは覚えてないぐらい酔っ払って

いたわけだし。

ただ芸能人で、SMAPでってだけでここまで

大事件になったわけじゃないですか

確かに草なぎくんには自覚が足りなかったかもしれない。

でもあたしは同情しますね。

でもひとつ言えることはお酒は迂闊には飲めないってことです。

やっぱりお酒で失敗してる芸能人の方

たくさんいますし。

１日も早い草なぎくんの復帰お祈りしています。



そうそう、また でｼｰﾙ集めてお皿もらいました♡

あたし、もっそい に貢献してるなぁ。

たまたま職場の近くにも があって

の近くにも あるから

ついつい 率高くなりますねぇ。

しかも は景品がいいんですよね。

だからついつい行ってしまいます。

あぁ。お腹空いたぁ。

まだご飯までに時間あるんですよね

でもこれ書いてる間にﾎﾞﾁﾎﾞﾁご飯の時間になると

思います♡

あ。もうすぐKAT-TUNのｱﾙﾊﾞﾑとNEWSのｼﾝｸﾞﾙ発売ですね

楽しみ〜♡

お金ないけど

お金ないからまだ仕事人のDVD-BOXもメイちゃんの執事のDVD-BOXも予約してなくて

いつものあたしなら迷わず予約してますけどね。(笑
最近お金に慎重なんです。

母の日のお花も買わなくちゃだし。

出費が嵩みます。

今日から聖の仕事人出演ですね。



なんか複雑な心境なのですがじっくり見たいと思います。

源太は最後まで人を殺めることを後悔して生きてきたけど

聖はそうゆうﾀｲﾌﾟではなさそうですね。

なんとなく気持ちが少し割り切れてきました。

あ。７月からのﾄﾞﾗﾏにただﾁｬﾝが出るって噂を聞いたので

ﾎﾝﾄかどうかはわからないですけど

楽しみにしてたいと思います♡

ﾎﾝﾄだったらいいなぁ。

そうそう、まだ先週の「スマイル」見てないんですよね。

歯医者から帰ってきたら見たいと思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2009.04.24 Fri ﾋﾞﾄ。

大倉担まひるですけどもー。

歯医者行って帰りに本屋寄ってｴﾛ本（ｦﾀ誌）とか月刊SONGSとか

買ってきた♡

あとﾃﾝﾌﾟﾚ関係の本も買ってきた。

なんかﾃﾝﾌﾟﾚがIEをﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟすると崩れることに

ついて書いてあったから

これは買わねば と思って

買ってみた。

でもこの手の本って高いんだよねぇ

２５００円もしたもん。(;∀;)
月末にこの出費は痛いですなぁ。

頑張って勉強しようー。

あ。で、「ｽﾏｲﾙ」見た。

なんか切ない。

でも松潤ってﾎﾝﾄにすごいなぁって思った。

もう完璧「ﾋﾞﾄ」だよね

役になりきれちゃうんだなぁって。

今夜はﾘｱで見たいと思います。

先週はｺﾅﾝ見てて途中で寝ちゃったから。(笑
（↑この人最悪。

でも今日、６時半から起きてるからまた眠くなる可能性は高い。

なんかまたHDDもｽﾍﾟｰｽ空けなきゃﾀﾞﾒだし。

これ終ったらHDDの整理します。

今日のﾀﾓｽﾃ、NEWSだよね

新曲聴くの初めてだから楽しみ♡

亮ﾁｬﾝ見るのも久々だし。

あ。あたしがただ 見てないだけですね。(笑
でも生はﾎﾝﾄに久々。



月刊SONGSもぴあもﾍﾟｰｼﾞ数多いからじっくり

読みたいし。

部屋も片付けないとひどい。

やらなくちゃならないこといっぱいあるので

この辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2009.04.25 Sat 僕は君で埋め尽くされる。

大倉担まひるですけどもー。

昨日とにかく肩こりがひどくてまた「ｽﾏｲﾙ」見ないで寝た。

やっぱりﾊﾞﾝﾃﾘﾝ買おうかなぁ。

なんか普段からひどいわけじゃないから

ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱの前通る時は忘れてるんだよね。(;∀;)

そうそう、ﾔ○ｵｸ見たらｵｵｸﾏﾁｬﾝの洋服があって

入札しようか迷ったんだけど

なんか結構値段が上がってたから自分で作った方が

安く出来るなぁと思って自分で作ることにしました。

とりあえず材料買いに手芸やさんに行くことにするよ。

実は手芸やさんは前から行かなくちゃって思ってて。

去年作ろうと思ってたQPﾚﾝｼﾞｬｰの材料が足りなくて

買わなくちゃって思ってたし、

デコ電のデコがはがれてきてみすぼらしい姿になってるので

ｽﾜﾛﾌも買いに行こうと思ってて。

なかなか時間がなくて手芸やさんとか行ってる暇がないんだけどね

まぁ、いつのことになりますやら。(笑

昨日、結局ﾀﾓｽﾃも見なかったんだよねぇ

だから亮ﾁｬﾝも見てないし、山久の髪型がどうなったのかとか知らないの。(;∀;)
仕事人は見た。

聖がﾒｲﾝだったからかもしれないけど

すごい存在感あるなぁって思った。

なんかでも１人ぐらい源太ﾁｬﾝのような心優しい仕事人が

居ても良かったんじゃないかなぁって思った。

でもそうゆう源太は仕事人としては限界だったのかもなぁとも思う。

嬉しかったのは曲が鏡花水月がまだ使われてること。

忠義が居たあかし。

それが嬉しい。



忠義が５ヶ月間頑張ってきた証。

ありがとうございます。

そして改めて忠義お疲れ様でした。

考えたらもうGWに入ってる人もいるんだよね。

に行く日がちょうどGWで。

だから来週の火曜日行こうと思ってるんだけど。

とか近くてもめんどっちぃのに

片道３０分もかかるのがもっとめんどっちぃ。

東京に居た時もう通院に片道３０分ぐらいかかってたんだけど

電車とﾊﾞｲｸの３０分は全然違う。

電車は音楽聴きながら、本読みながら行けるけど

ﾊﾞｲｸはずっと集中してなくちゃならないじゃん。

それが無理

って仕事行く時もいつもﾊﾞｲｸですけど何か

しかも今日 降ってますけど何か

なんか昨日、久々に の会社の 触ったんだけど

相変わらずｷｰﾎﾞｰﾄﾞは使いづらいけど

画面はもっそい見やすくて。

新しい 欲しいなぁって思った。

まぁ、今の の寿命をまっとうしますよ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

亀ﾚｽですがｺﾒﾚｽさせていただいてます。

おっせぇんだよ。ｺﾉﾔﾛｰとお思いのことかと

思いますがしばしお待ちを。

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.04.25 Sat 横山横。

大倉担まひるですけどもー。

今日も肩こりがひどくてしんどい。(;∀;)
しかも帰ってきたのが２１時４５分で。

ヨコちゃま、ちょっとしか見れなかった

最後のまた翔くんの胸倉掴んでるｼｰﾝだけ。(;∀;)

で、またｷｭｰﾝ ってなってヨコちゃまに胸倉掴まれてぇー って

妄想抱いてました。（←病気。

もうﾎﾝﾄ無理

横山さんがかっこよすぎる

あぁ。誰かに言いたい。（笑

横山横、もしくはﾉｯｸ三兄弟がｶｯｺｲｲと。

もうこのヨコを見るために１週間頑張ってるようなものだし。

そういや、最近空（＠章大）と会ってないなぁ。(;∀;)

え いつ以来よ

もしかして去年の長野公演以来

なんか空の都合つく日が日曜日しかなくて

あたし、日曜日はいつも仕事だから仕事休まないとならないから

なかなかねぇー

そりゃ、横山横についても語れねぇーよなぁ。

（↑え そこですか

仕事休んで空とご飯食べようー。

なんか考えたら全然ｦﾀﾄｰｸとかしてないもんなぁ。

やっぱ横山横について語りたいよねぇ

（↑しつこい。

いや、ｱﾙﾊﾞﾑﾄｰｸとかいろいろ。

なんか最近お互い忙しくて も途絶え途絶えになってるもん。(;∀;)
いかんなぁ。



しかも昨日、夕飯の時に草なぎくんに怒りを感じているﾊﾟﾊﾟﾝと

ちょっと草なぎくんのことで険悪になったもん。(;∀;)
だってﾊﾞｶ呼ばわりするんだもん。

あたしは草なぎくんに同情してる派だからさ。

悪いことって認めるけど昨日の記者会見見て

すごくかわいそうだなぁって感じた。

で、思ったんですけど「少林ｻｯｶｰ」と「少林少女」がどう違うわけ

なんかｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ見てｶﾞｯｶﾘした。

やっべぇ。魔女裁判始まる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2009.04.27 Mon ｼﾞｬﾆｰｽﾞ天国。

大倉担まひるですけどもー。

もう体ｶﾞﾀｶﾞﾀでしんどい。(;∀;)
肩こりと筋肉痛でｶﾞﾀｶﾞﾀ。

なんか喋るのもｲﾔだもん

火曜日も だし、

全然ゆっくりできねぇー

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

なんか昨日、全然眠れなくて

結局寝ないで仕事行ったのね。

で、中古の を

探してたのね。

でもｽﾍﾟｯｸが今の と変わらなくて

やっぱり新しい 買うなら買った方がいいなぁって思いました。

ﾊﾟｿｺﾝ貯金しよー♡

それともHDDを新しくしたらまだ使えるのかなぁ と

思ってあたしの今のﾊﾟｿでどこまで容量増やせるのか

ﾊﾟｿｺﾝSHOPに しようと

思ってて。

あとそのお店でHDDの交換とかやってくれるのかも

知りたいし。

今のﾊﾟｿのﾃﾞｰﾀが消えてもいいなら自分でも出来るんだけど。

消えたらよくない。(笑

めんどくさい

まひるたその 事情でした。(笑

あ。堂本兄弟見た♡

もう斗真たそがｶｯｺｲｲー

なんかｷﾝｷの２人と踊ってるの見て



やべぇ、懐かしいと一人妄想の旅に出ました。

しかも歌ってる斗真たそも懐かしい。

なんかしかも歌い方が大人になってる。(笑
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
これはﾘﾋﾟﾘﾋﾟ確実ですなぁ♡

ついでに昨日は「魔女裁判」も見ました。

これってﾗｲｱｰｹﾞｰﾑのｽﾀｯﾌさんと一緒なのかなぁ

なんか結構雰囲気似てる。

でも結構面白かった。

斗真たその軽さにびっくり。(笑
しかもあたし、内容とか全然知らなくて見たから

余計にびっくり。

「ｽﾏｲﾙ」も花ﾁｬﾝの活躍により事件解決かと思ったら

また事件勃発だし。

ﾋﾞﾄに安らぎはないのか

あたしもﾋﾞﾄの笑顔が大好きー♡

なんか最後どうなっていくんだろうなぁって楽しみなﾄﾞﾗﾏだよね。

また今回も楽しみなﾄﾞﾗﾏがたくさん出来ました。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁ、いつもありがとうございます。

亀ﾚｽですがｺﾒﾚｽさせていただいてます。

ﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はｱﾄﾞﾚｽ載せていただけたら

お礼に伺います。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.04.27 Mon 瞬きより早くKISS

大倉担まひるですけどもー。

もっそい疲れてます。(;∀;)
でも肩こりは昨日ﾏﾏﾝに薬塗ってもらったから

だいぶいい。

ﾊﾟﾊﾟﾝが腰痛持ちだからその薬を拝借して

塗ったんだけど

やっぱり自分専用のやつ買おうー。

そしたらいつでも塗れるし。

で、明日、 行って帰りに手芸やさんに行って

ﾊﾟｿｺﾝSHOPにも行こうー。

なんかせっかちくんだから１日で全部済ませないと気持ち悪いの。(笑
だって金曜日のお休みはゆっくりしたいもん。

GW中はずっと遅番だし。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
水曜日、KAT-TUNのｱﾙﾊﾞﾑとNEWSのｼﾝｸﾞﾙが届くのに

たぶん、うち留守になると思うんだよね。(;∀;)
あたしは仕事だし、ﾏﾏﾝもﾊﾟﾊﾟﾝもたぶんどこか出かけると思うし。

しかもあたし、遅番になったから

その日に受け取れないんだよなぁ

何気にSHOCK MEなんですけど

早番なら受け取れたのになぁ。

そうそう、モモ(愛犬）にお婿さんを紹介してもらって

子供を１匹飼うことにしたらしいんだけど

それで今日、ﾊﾟﾊﾟﾝがモモと子犬が暮らせる柵を作ったみたいで。

でもあたし目線だと絶対モモはその柵を壊すとｵﾓｰ。(笑
だって最近も鎖切って逃走したもん。

ﾎﾝﾄ、雌犬なのに乱暴ものの甘えん坊なんです。(笑
ちょっとｵﾊﾞｶだし。(笑



まぁ、ﾊﾟﾊﾟﾝにとったら目に入れても痛くないほどの

溺愛娘なんですが。(笑
あたし的にやっぱり安楽死させたラン丸が忘れられなくてね。(;∀;)
すっごい賢い犬だったし、

最期がやっぱりつらかったし。

宿題くん見たらﾌﾟﾚﾐｱﾑ見ようー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.04.30 Thu ちょいちょいご無沙汰。

大倉担まひるですけどもー。

ちょびっとご無沙汰。

なんか火曜日に喉が痛くて関節痛もひどくて

風邪ひいたのかなぁとか思って早く寝たの。

まぁ、気のせいだったんだけど。(笑

あ。で、火曜日に午前中に 行って

手芸やさん行ってオオクマﾁｬﾝの洋服の材料と

QPﾚﾝｼﾞｬｰの材料追加分とｽﾜﾛﾌ買ってきて

結局ﾊﾟｿSHOPには行かずに で

ﾐｼﾝ出してきて速攻作った。

まぁ、こんな感じです♡

で、「流星の絆」を買ってKAT-TUNのｱﾙﾊﾞﾑとNEWSのｼﾝｸﾞﾙも買った。



（↑まだ開けてませーん。(;∀;)
ちなみに今はKAT-TUNのｱﾙﾊﾞﾑを聴いてます♡

そう、結局昨日やっかし受け取れなくて

今日受け取ったの。

KAT-TUNのｱﾙﾊﾞﾑはいつもと全然違った感じ。

でも今日、仁ﾁｬﾝの彼女になった夢見て焦った。（笑

しかもすっごいﾘｱﾙでまた仁ﾁｬﾝに惚れるとこだった。

あぶねぇー

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! 

夢の中の仁ﾁｬﾝ、もっそいかっこよかった♡

もう胸がｷｭｰﾝ♡ってしちゃった。

ｶﾂｶﾂの総集編見て寝たからだろうなぁ。(笑

つーかﾃﾝﾌﾟﾚ変えてぇー

なんか考えたらもう５月なんだよね

ヨコとただﾁｬﾝのB.Dﾘﾇじゃないでつか

余計になんも浮かばねぇー

愛が足りないから

明日までには作ろうと思ってます。

（↑気持ちだけ



なんかそういや、ぴあだっけ

すばるがﾌﾗﾌﾗを始めてｼﾞｬﾆｰｽﾞで良かったって思えるように

なったって書いてあったのって。

なんかｼﾞｬﾆｰｽﾞに対してそうゆうのってやっぱりずっと感じてたんだろうなぁって

気づいていたから改めてすばるが文章にしてくれたのも

嬉しかったし、何かの雑誌にも書いてあったんだけど

自分達の好きな音楽が出来ないってことに対しても

ずっと気にしてたんだなぁって思った。

今回のｱﾙﾊﾞﾑで全部自分達で決めて作ったｱﾙﾊﾞﾑだから

ﾎﾝﾄに自信持って発売したｱﾙﾊﾞﾑなんだって思ったし、

聴いてる側もすごく伝わってくるものがあるし、

なんかやっぱりそれがｱｰﾃｨｽﾄって呼ばれる人達なんだと思う。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2009.05.01 Fri ｶﾞﾝ寝。

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ、一応作ったけど

変わり映えのしない、芸のないﾃﾝﾌﾟﾚでｽﾏｿ。(;∀;)
だって眠かったんだもん。(;∀;)
朝方５時ぐらいに作ったんだって。

しかもｻｲｽﾞ下余ってるし

ｹﾞﾛｹﾞﾛﾘｰﾝ

あ。そうそう、長野公演当たったの♡

１公演しか行けないけどでもエイトに会えるのは嬉しい。

なんかｸﾞｯｽﾞ、相変わらずﾏｼﾞｶﾙﾊﾞﾝﾄﾞは出すんだぁと思って。（笑

あと気になったのがｼｭｼｭ。

ｼｭｼｭの必要ない髪型なんですけどもー。

しかもいまいちｼｭｼｭの可愛さがわかってないあたしですけどもー。

まぁ、結局買うんですけど。

あとまたﾍﾟﾝﾗｲﾄも新しくなるんだね。

なんかあたしなんて最近はﾂｱｰ、１公演ぐらいしか入らないから

そのﾂｱｰ１回で使って終わりになっちゃって

ほぼ使い捨てなんですけど。

もう でぶんぶん使いまくろうかなぁ。

なんかしかもあたしｼﾞｬﾆﾍﾟﾝﾗｲﾄの星型でﾚｲﾝﾎﾞｰに光るやつが

１番いいんだよなぁ。

あれが１番可愛い♡

あれを超えるﾍﾟﾝﾗｲﾄ作って欲しいなぁ。

なんか前回の∞のﾍﾟﾝﾗｲﾄも可愛かったけど

あれ持ちづらいんだよね。

まぁ、ﾗｲﾌﾞが終わる頃には持ちなれてたんですけど。(笑

今日、お昼寝しまくり。

ほぼ１日寝てた。



もうとにかく眠くて眠くて。

きっとｽﾏｲﾙが始まる頃にはお目目ﾊﾟｯﾁﾘだと思われー。

確か先週も先々週も寝てたからなぁ。

今週はちゃんと見たいと思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2009.05.03 Sun あどわなくらいあろーん。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、もっそい疲れてて魔女裁判見てすぐ寝ちゃったのね。

で、今朝６時ぐらいに起きてのんびり仕度でもしようかなぁって

朝８時には仕度も終ってﾌﾞﾛｸﾞ書こうかなぁって思ってたら

職場から かかってきて

今すぐこれる

ですとも ってな感じで

９時に あって

９時半には職場へ。

ﾅｲｽ俺

でも残業は断ったよ。(笑
２２時までって言われてだってもう疲れちゃったんだもん。(;∀;)
悩んだけど久々に早く帰りたかったので

断って１９時に に戻ってきました。

明日も仕事だしねぇ。(;∀;)

あたしのGWは長野行く時に取ろうと思ってまして。

６日ぐらい休もうと。

そんなに休むと仕事行くのｲﾔになるよなぁ。(笑
なんか風邪ひいて休んだ時、なかなか仕事ﾓｰﾄﾞに切り替えるのが

難しかったもん。

まぁ、そんな甘えたﾁｬﾝのまひるたそなんですけども。(笑

夕飯食べてきて部屋に戻ったとこです。

左肩がまた上がらなくなっててしんどいです。(;∀;)

そうそう、ﾕﾆｸﾛに行ってｽｳｪｯﾄを買おうと思ってて。

今日、行けば良かったなぁ。

でも と反対方向なんだよね



もしくはｼｬｶｼｬｶｼﾞｬｰｼﾞ。（By堂本光一

で、今日、お客さんに「太った 」って言われてｶﾞﾋﾞｰﾝ

いや、自覚はあったんですけど改めて言われると

Endless Shock
ヽ(;´Д`)ノ

痩せたいんですけど食べ物が美味しいんです

ただﾁｬﾝ、ヨコﾁｬﾝあたしはどうすればいいですか

やっぱヨコﾁｬﾝみたいに本間くんが太ってたらｲﾔだよね って

ﾌﾟﾛ体質な考え方じゃないとﾀﾞﾒだよねぇ。

みんなもまひるたそが子豚だったらｲﾔだよね

豚足だったらｲﾔだよね

もうすでにﾌﾞﾋﾌﾞﾋ言ってますけど何か

長野までに頑張ろう。

ﾄﾞﾛﾝ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁありがとうございます。

亀ﾚｽですがｺﾒﾝﾄさせていただいてます。

おっせぇんだよ。ｺﾉﾔﾛｰとお思いかと

思いますがしばしお待ちを。
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ﾎﾝﾄすみません

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.05.05 Tue LOVE

大倉担まひるですけどもー。

今日起きるのもっそいつらかった。(;∀;)
仕事は嫌いじゃないんだけど

ちょいちょい仕事休みたい病にかかります

その逆でもっそい働きたい病にもかかります。（笑

なんかあたし頑張ってるぅー。〜(^Д^〜)
って一人で余韻に浸りたいのです。（笑

やっかしそれはどMだからですか

なんか月曜日の深夜にやるｱﾆﾒが好きだったんですけど

その枠がｱﾆﾒ枠でなくなってしまって

ｼｮｯｸです

なので最近は宿題くん見たら寝ちゃいます。(;∀;)
今日もこれ書いたら寝ようと思ってます。

宿題くん、面白かったなぁ。

あたし的には翔ﾁｬﾏのお線香の匂いがｳｹたんですけど。

でもとことんあややに興味ないと言われる相葉ﾁｬﾝも好きです♡

あたし、匂いﾌｪﾁじゃないしなぁ。(笑
あたし、手ﾌｪﾁなんですよね。

腕から手までのﾌｫﾙﾑ。

最近好きなのはﾀｯｷｰのお酒のCMのﾚﾓﾝ絞る前の

引き締まった腕です。

あれはたまらん♡

匂いﾌｪﾁじゃないけど汗臭い人が苦手で。

でも自分もエイトの大阪での握手会の時にあたしじゃない。

ってぐらい汗臭くなったことがあって

それはさすがにﾋﾞﾋﾞったんですけど。(笑
もう耐えられなくてお風呂入って帰ったんですけど

でもたぶん洋服はもっそい臭かったと思います。

だからそれ以来汗臭い人は苦手じゃないです。(笑

誰だって汗かいたら臭いんです



あ。でも加齢臭も苦手です。(笑
あと香水の匂いも苦手です。

あたし的には相葉ﾁｬﾝの無臭が１番好きです♡

嗅ぎたい。(笑
（↑変態。

でも松潤の匂いも嗅いでみたい。（笑

もう道明寺も好きだったけどﾋﾞﾄも好きで。

もうﾋﾞﾄのｽﾏｲﾙがたまらんですﾊﾞｲ。

なんか久々にHDDが限界なぐらいいっぱいで。

もう自分じゃ何録画したとかもわからなくて。

明日はHDDの整理かなぁ。

最近は録画したらすぐ焼くようにしてるんだけど

前はﾎﾝﾄに録画しっぱなしで。

だからきっとやまぴーの情熱大陸とかも録画しっぱなしだと

思う。

あれ、かなり前だよね

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
最近やまぴーに萌えっとならないんだよなぁ。

野ﾌﾞﾀもしくはｸﾛｻｷﾞの時が好き♡

あ。でもｶﾊﾞﾁﾀﾚとかも好きだった。

可愛かったなぁ。あの頃。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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JUGEMテーマ：ジャニーズ



2009.05.05 Tue 果てます。

大倉担まひるですけどもー。

なんかﾋﾅﾃｨﾌﾞが松葉杖をついてるってゆー噂を

聞いたんですけど本当なんでしょうか

もし本当だったらﾗｲﾌﾞもそれで出るんでしょうか

すごく心配です。(;∀;)
ただの噂だったらいいなぁ。

捻挫ってゆー話らしいんですが。

つーかｦﾀ誌が待ちきれない。

は

って考えたらnon-noを買ってないことに気づき、

今、即効買ってきました。

今回はﾕﾆｯﾄ別なんですね。

後でゆっくり読もうー♡

すでに部屋が雑誌とDVDとCDの山なんですけど

これも後で片付けなくちゃ。

なんか最近休みの日、一端朝起きるんですが

途中で眠くなって果てるんですけど。

今日もすでに眠い。

ここで寝るべきかもっそい悩みます。

寝たら確実に夜眠れないですよねぇ。

でも起きてても絶対どこか途中で果てるんですよ。

まぁ、火曜日は見てる番組もないんで

いつ果ててもいいんですけど。

そう、あたしにしては珍しく

堀ｷﾃｨを見てないんですよね。(笑

なんか１話見なかったらめんどくさくなっちゃって



好きな俳優さんたくさん出てるんですけどねぇ。

そんなわけであたしにしては珍しいです。

朝早く起きても遊んでる時と仕事してる時は

眠くないんですよ。

でも でﾏﾀｰﾘしてる時が１番眠いです。

なんかもうすぐただﾁｬﾝ、ヨコﾁｬﾝの誕生日ですね。

今年はお祝いどうしようかなぁ。

確か普通に仕事だったような。

しかもﾎｰﾙで 買っても

あたししか食べないから当分 はｲｲﾔ状態に

なるし。

ｻﾃｨにちょうどいい があったような

気がするんだけど遠いんだよなぁ。

（↑根性なし。

近所で 作ってくれる食べ物やさんとか

知らないし。

そしたらご飯食べながらお祝い出来るのに。

雑誌で調べようかなぁ。

でも結局仕事だから行けないんだけどね

なんかただﾁｬﾝ、ヨコﾁｬﾝの誕生日お祝いするのも

今年で何年目なんだろう。

やっかしお昼寝します。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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Webﾊﾟﾁ、ｺﾒﾝﾄいつもありがとうございます。

亀ﾚｽですがｺﾒﾚｽさせていただいてます。

おっせぇんだよ。ｺﾉﾔﾛｰ。

とお思いかと思いますがしばしお待ちを。

すみません

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.05.05 Tue だってｱｲﾄﾞﾙだーもん♪

大倉担まひるですけどもー。

あ。個人的なことですがこのﾌﾞﾛｸﾞが３０万hitいたしまして。

ｶｳﾝﾀｰをつけたのが割りと最近なので

実際はもっと前に３０万hitは超えてるかと思いますが

そう考えるとﾎﾝﾄ皆様のおかげだなぁと。

ありがとうございます♡

あーりがーたーやー。

これからもよろしくお願いします。

いやぁ、お昼寝したら快適で。

今夜眠れないんだろうなぁ。(;∀;)
ﾏﾏﾝとﾊﾟﾊﾟﾝはGW中はずっとお通夜とお葬式があって。

２件あったんですよ。

１件は親戚でもう１件が近所で。

だから大変だったみたいです。

あたしも今日やっと休みだったから嬉しくて♡

午前中は本屋に行って雑誌買って

午後は だったから寝てたし。(笑
また明日から仕事です。

頑張ろうー。ヾ（´∀｀*）ﾉｼﾉｼ　

５日ぶりぐらいにエイト聴いてます♡

やっぱり今回のｱﾙﾊﾞﾑはいい

ちなみにNEWSはまだ見てもなければ聴いてもないってゆーね

なんか最近NEWS熱が下がりましてね

亮ﾁｬﾝも好きだけど最近見てないし。



亮ﾁｬﾝも好きだけど最近見てないし。

シゲも好きだけど全然見てないし。

なんかシゲの舞台がエ○チしまくりって話を聞いて

小さくｼｮｯｸ受けまして

（↑小さくですか

あんなにシゲが好きだったじゃないですか

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
そして山久熱も下がってまして。

まぁ、単に姿を見てないだけなんですけどね

あぁ。シゲのエ○チしまくり見たいなぁ。(笑
なんかだって舞台でエロイｼｰﾝとか見たことないもん。(笑
しかもシゲだし。(笑
シゲがﾌｧｯｻｰって覆いかぶさってﾊﾟ○ﾊﾟ○してたら（←ﾊﾟ○ﾊﾟ○って書くな。

あたし、死んでもいい······ｶﾓ。ｶﾓ

えぇ

忠義だったら違う意味で死ぬな。

ずぅぇーーーーーーーーーったい無理!!!!!

たぶんﾘｱﾙに泣くな。

ただﾁｬﾝにはｱｲﾄﾞﾙで居て欲しいのぉーん♡

永遠にだってｱｲﾄﾞﾙだもんってｵｵｸﾏ持ってﾊﾟｼﾞｬﾏ着て歌ってて欲しいもん。ヾ(♥ó㉨ò)ﾉ♡
狼もしくは本物の熊になった姿なんて見たくない。

でも何気にｾｸｼｰ路線なのが気になるんだよなぁ。

もうだってこの間の魔女裁判で斗真たそがﾁｭｳしてたの見て

倒れるかと思った。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
忠義だったらどうしよう。

あたし１週間ぐらい寝込むかも。

なんかﾄﾞﾗﾏとかに出てくれるとすっごい嬉しいのね。

でもﾁｯｽのことすぐ考えちゃうの。

だってずんのすだってﾁｯｽしちゃってるんだよ。

そりゃ、ただﾁｬﾝももうすぐよね

でも考えたら忠義だってﾌﾟﾗﾍﾞじゃﾁｯｽしまくりなんだろうなぁ

なんかそういや、忠義のｿﾛ曲って忠義の実体験を元に



書かれてるとか。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あたし、ﾀﾊﾞｺ吸わないから

なんかただﾁｬﾝがﾀﾊﾞｺ吸う女の人と付き合ってたんだぁって思うと

ﾘｱﾙだなぁと思って。

(*´д｀*)ﾊｧﾊｧ。

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞの閉め方がわからない２５歳女子のまひるたそが

お送りしました。

ﾄﾞﾛﾝ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.05.06 Wed お詫び。

大倉担まひるですけどもー。

昨日のｴﾝﾄﾘｰのお詫びをいたします。

シゲの舞台はあたしの妄想のようなｼｰﾝはないということで

誤解を招く書き方をしたことを深くお詫びいたします。

申し訳ありませんでした。

あと忠義のｿﾛ曲についても

忠義目線で書かれたもので

あたしは詞をごっちゃにしてて

ﾀﾊﾞｺの匂いを残していったのは彼女の方で

その匂いで忠義が彼女を思い出すってゆう詞だと思ってました。

でもﾀﾊﾞｺの匂いを残していったのは大倉忠義の方で

忠義目線で書かれた詞だとご指摘を受けました。

自分でも歌詞ｶｰﾄﾞ何度も見たんですけど

よくわからないｵﾊﾞｶさんで

ﾎﾝﾄにすみません。

誤解を招く書き方をしたことはお詫びいたします。

でもあたしは妄想はやめるつもりもないので

時には不適切な文章もあるかと思いますが

そうゆうのをご了承いただける方のみ

よろしくお願いいたします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.05.09 Sat 0509

Happy Birthday
You Yokoyama
28th!!!!

ヨコ、２８歳おめでとう。

いつになったら大人になるのかなぁって

言ってたヨコだけど

あたしは今のヨコが１番好きだよ。

人見知りだけどすごく周りに気遣いの出来る人だし、

面倒見もいいし、

あたしはそんなヨコが大好きです♡

これからも永遠のﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝで居て欲しいし、

時々、ごねたりするヨコも大好きです♡

家族想いで仲間想いでいつも優しいヨコ。

何気、倉横のｺﾝﾋﾞが好きです♡

通称ﾍﾀﾚｰｽﾞ。（笑

なんか忠義が一緒だとヨコが大人に

見えるのはあたしだけですか???(笑

ヨコがいつも頑張ってくれてるから

こんな暖かいｸﾞﾙｰﾌﾟで居られるのかもね。

いつもヨコﾁｬﾝが笑いを提供してくれる。

ヨコの書く曲はどこか暖かい。

心にｼﾞｰﾝと入り込んでくる。

ヨコの元にたくさんの幸せが舞い降りてきますように。



2∞9.5.9　　福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします。

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.05.10 Sun PUZZLEﾂｱｰ初日&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

なんか無断欠勤してる人が居て

もうたぶんｸﾋﾞなんだけど

その人の入ってた穴を埋めるために休日出勤して

頑張ってます。

そんなわけでしばらくは週１の休みになるかと

思いますが更新頑張ります

あぁ。ﾗｲﾌﾞが今月じゃなくて良かった。

確実に休めません

でもPUZZLEﾂｱｰは今日からｽﾀｰﾄですね♡

初日は広島です。

なんか結構行かれるお友達がいるので

あたしまで無駄にﾄﾞｷﾄﾞｷしてますけども。

ヒナﾁｬﾝの怪我ってのも噂だったようで

安心しました。

長野まであとじっくり２ヶ月あるんで

ﾊﾞｯﾁﾘ準備してはじけたいと思います♡

楽しみ〜♡

〜(^Д^〜)

あ。それで１０日は母の日ですね。

今年も母の日のお花をﾏﾏﾝに贈りました。



（↑薔薇ともう１ｺ。

おばあちゃんに。

(↑白い紫陽花。

昨日届いて薔薇の方、もうちょっときばれば良かったなぁって。(笑

あ。今日は「ｼﾊﾞﾄﾗ」見ました。

やっぱり面白いです

あたし的にはつかじーにのｷｬﾗが好きです。（ぇ

でも徹平ﾁｬﾝもｶｯｺｲｲんだよなぁ。

あ。あたしはちなみにWaTはｳｴﾝﾂ派です。(笑
前は絶対徹平ﾁｬﾝだったのね。

でも鬼太郎見てｳｴﾝﾂにﾊﾏった。

でもﾊｸﾄのｦﾀｸｷｬﾗ大好きです♡

ﾂｱｰ、これからエイトもeighterも怪我なく病気なく、

無事に楽しめるといいですね。

頑張ってください。

PUZZLEﾂｱ-日程。

広島グリーンアリーナ

５/10(日)　１２：００〜、１６：００〜



仙台・ホットハウススーパーアリーナ

５/２３(土)　１４：００〜、１８：００〜

５/２４(日)　１３：００〜、１７：００〜

東京ドーム

６/１(月)　　１８：３０〜

６/２(火)　　１８：３０〜

グランメッセ熊本

６/６(土)　　１４：００〜、１８：００〜　

６/７(日)　　１３：００〜、１７：００〜

北海道立総合体育センター

６/２０(土)　１４：００〜、１８：００〜　

６/２１(日)　１３：００〜、１７：００〜

大分ビーコンプラザ コンベンションセンター　　

６/２７(土)　１４：００〜、１８：００〜　　

６/２８(日)　１３：００〜、１７：００〜

サンドーム福井

７/４(土)　　１４：００〜、１８：００〜

７/５(日)　　１３：００〜、１７：００〜

長野ビッグハット

７/１１(土)　１４：００〜、１８：００〜

７/１２(日)　１３：００〜、１７：００〜

石川県産業展示館

７/１８(土)　１４：００〜、１８：００〜



７/１９(日)　１２：００〜、１６：００〜

京セラドーム大阪

７/２９(水)　１８：００〜

７/３０(木)　１８：００〜

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.05.11 Mon ﾂｱｰ初日お疲れ様でした。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、全然眠れず休憩時間に

もう眠くて眠くて

でも帰ってきたらお目目ﾊﾟｯﾁﾘで

いつもそう。

昼間はすごく眠いのに夜は目が冴えちゃって。

頭もｼｬｷっとしてるし。

なんかもう夜型人間が定着してるんだろうなぁ。

だから休みの日とか起きてるのしんどいし

広島公演お疲れ様でした。

全然ﾚﾎﾟとか漁ってないんですけども。(笑
なんか今後構成とかは探ろうと思ってるんですが

ﾚﾎﾟはやっぱり漁ると行きたくなるから

辞めておこうかなぁと思って。

あたし基本的にﾚﾎﾟとか漁らないでぶっつけ本番で行くのが

好きみたいです♡

でも覚えることがたくさんあって

あたし覚えきれるのかなぁ

不安

あぁ。昔が懐かしいなぁ。

昔はエイトの出てる関東のｲﾍﾞﾝﾄだったらほぼ行ってたし、

ﾗｲﾌﾞも結構行ったりしてて。

今、そんな時間もなければお金もない。

前にあたしの経済力の無さを笑われたことがあったんだけど

あたしだって自活するぐらいの力は欲しいと思うよ。

でもあたし、病気のせいで保険とか入れないし、

もし、病気になったら実費で全部払わないとならなくて

そのために毎月数万の貯金もしなくちゃだし、



家に食費も入れてるし、

それにもし欝が再発して入院ってことになったら

家族とは離れられない。

世の中そう簡単にはいかないんだよ。

やっぱり家族を頼らないと生きていけないあたしがいるし。

それを情けないって思うけど

でも欝なんてなった人じゃないと気持ちなんてわからないよね

不安で孤独で誰も信じられなくなる。

昔の友達なんてほぼ切った。

高校の友達なんて一人残らず切った。

その気持ちわかる

どんだけ孤独か。

だから今、空（＠章大）という存在が大きい。

誰も空の代わりになる人なんていない。

あと山梨にきてからの浅く広くの友達ならいるけどね。(笑

話が暗くなっちゃったね

あ。でもたまにしか連絡とってないけど

空と同じぐらい大切な人がいる。

一緒に居た時間は短かったけど

大好きな友達。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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JUGEMテーマ：ジャニーズ



2009.05.14 Thu 好きだから。

大倉担まひるですけどもー。

最近あんまりﾌﾞﾛｸﾞ書く気がしないんですよねぇ

まぁ、疲れちゃってるってのもあると思うんですけど

あんまり書くことも浮かばないし。(;∀;)
ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

なんか今日、朝お友達から きてて

忙しくて昼間まで見れなかったんですよ。

なんかすごく忠義のことに愛が溢れてて

考えさせられました。

あたし、最近忙しくてあんまり忠義について

考えることが少なくて。

でも今日は改めて考えさせられる でした。

そのお友達は頻繁に連絡取ったりする方でもないんですけど

なんかすごくいつも心にあって

元気かなぁ って考えたり

すごくあたしのお姉さん的存在なんです。

１度、松竹座でご一緒したんですけど

すごく穏やかに空気が流れてて

すごく居心地よくて大好きなお友達です♡

なんか全然時間なくてｴｲﾄｺﾝに向けて覚えるものが

たくさんあるのに全く覚えられません

まだ長野まで時間があるのでそれまでにはなんとか

なるだろうとは思ってるんですけど。(笑
たぶんその頃までには週休２日になってると思うんで。

今は火曜日しか休みがなくて

しかも に行ってるので

思ったように時間作れないんですけどねぇ

帰ってきて疲れて寝ちゃうし。（笑



ﾀﾞﾒﾀﾞﾒﾓｰﾄﾞ炸裂です

忠義のふとした声に涙したり、

笑顔見れたりするとあたしはやっぱり幸せなんだなぁって思います。

忠義が落ち込んでたらやっぱりあたしも落ち込むし、

忠義が笑ってたら幸せな気持ちになるし、

忠義の幸せはやっぱり２倍にもしてあげたいなぁって思うし、

悲しさは半分にしてあげたいなぁって思います。

忠義と共に。

いつでも忠義の味方でありたいと思うし、

一時期忠義の行動を否定したことがあったんです。

忠義の味方でありたいけど

目に余る行動、言動があったらあたしは否定はしないけど

注意はすると思いますよ。

人だからいつでも完璧な人なんていないと思います。

あたしだって日々、失敗だらけですし。(笑
でも忠義には常に成長していてもらいたいんですね。

だから時には注意も必要かなぁって思います。

でも人格を否定するようなﾏﾈはしたくないです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.05.14 Thu ま、まさかの敗退。

大倉担まひるですけどもー。

なんかお昼頃仕事に行くんですけど

その時は結構暖かいってゆーか暑いぐらいで。

それが帰りになると寒いんですよねぇ。

部屋でもﾎｯﾄｶｰﾍﾟｯﾄ使ってますもん。

でも裸足なんですけど。(笑

（↑寒いんか 暑いんか

えぐざいるくんのﾋﾞｼﾞｭｱﾙが苦手なまひるたそです

いかちぃ。

曲はすっごい好きなのですが で見てると

お漏らししそうになります

こえぇ。

もっそいﾋﾞﾋﾞﾘのまひるたそです。

なんだろね。（笑

ｸﾛｰｽﾞとか全然平気なのにね。(笑

それは役だから

そうかもしれまてん。

あ。今日のアラシちゃんのﾏﾘｵ王決定戦、まさかのニノ敗退

なんかまつもっさん、あんまりｹﾞｰﾑとかやらなそうなのに。

あたしもｽｰﾏﾘは死ぬほどやった。

ちなみにあたしの視力が落ちた原因はｹﾞｰﾑのやりすぎです

今はもう視力が落ちすぎてｹﾞｰﾑ出来るほど視力ないですけど。

でもDSは欲しいですけど。

PSPも欲しいです。

忠義ﾁｬﾝとﾓﾝﾊﾝやりたいです♡

ちなみに野球とかﾃﾆｽとかｺﾞﾙﾌとかもっそいうまいんですけど

ｻｯｶｰとかもっそい苦手です。

うまくﾊﾟｽが出せません。(爆笑



おのれはおじじか

ただﾁｬﾝと楽しくｹﾞｰﾑをやるためにまたｹﾞｰﾑ再開しようかなぁ。

でもまた視力落ちるんだろうなぁ。(;∀;)

まぁ、ただﾁｬﾝといつ一緒にｹﾞｰﾑするんだよ

って突っ込み所満載ですけどもー。

まぁ、ただの妄想です。（ﾁｰﾝ

また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.05.15 Fri 変態ですけど何か???

大倉担まひるですけどもー。

あたし、もっそい釈ﾁｬﾝが大好きなんですけど

釈ﾁｬﾝの出てる「LOVE GAME」ってﾄﾞﾗﾏにﾊﾏってます。

うーん。

生まれ変わったら釈ﾁｬﾝのﾋﾞｽﾞが欲しい。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

なんかｦﾀ誌読んでたら

忠義が細い足の女の人が好きと言ってたのに

あたしってば···｡

大根足もいいとこなんですけど

忠義ってちょいちょい細い女の人が好きってｱﾋﾟってますよね

ｶﾞﾋﾞｰﾝ

どうやったら痩せれますか

まぁ、食うなってことなんでしょうけど。(笑
そうよね。そうよね。

ただﾁｬﾝもヨコﾁｬﾝも食べるの我慢してるんだもんね

あたしもﾀﾞｲｴｯﾄしなくちゃだよねぇ。

あたし、ﾎﾝﾄ、ﾀﾞｲｴｯﾄに成功したことがなくて。

なんかﾀﾞｲｴｯﾄしようと思うとｽﾄﾚｽで余計に太るし。

自然に６ｷﾛ痩せたことはあるけど。

病気とかじゃなくて生活がﾊｰﾄﾞで。(笑
今は生活がﾊｰﾄﾞになればなるほど太りそうだけど。(笑
ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
あたし背中にﾁｬｯｸありそうですもん。(;∀;)

ガ━━━(´OдO｀|||||;)━━━ン!!!!



あ。そうそう、あたし、長野公演たぶん日曜日の１部に入ります♡

確か追加公演じゃなかったような。

また確認しておきますね。

(↑何報告

会えそうな方いましたらとゆーか

こんなやつに会ってみたいとゆー奇特な人がいたら

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑから ください。

のﾒｱﾄﾞ知ってる方は直接どぞ♡

ちなみにあたし達 なんでﾗｲﾌﾞ前はたぶん時間なくて

無理くさいので終った後でしたらあまりお時間はありませんが

ちょこっとお話でも出来たらいいなぁと思ってます。

しかもあたし、もっそい横山横並みに人見知りしますけど

可愛がってやってください。

なんか普段ﾌﾞﾛｸﾞではおしゃべりで変態でくだらなくて

しょーもないﾔﾂなんですけどﾎﾝﾄのあたしは変態でﾁｷﾝです。

時々ﾌﾞﾛｸﾞに話が出てくる相方の空（＠章大）にも

会ってみたいって人がいたらﾒｰﾙでPUSHしてくだせぇ。

たぶん空の方がﾃｷﾊﾟｷ喋ります。(笑
あたし、ﾎﾝﾄ空の後ろ、３歩下がって歩いてるような人なんですよ。(笑
(↑なんて古風な。いや、ﾁｷﾝなだけです。

只今、週６連勤の２日が過ぎました。

あと４日です。

頑張りまうす

そんな中でふっつーにただﾁｬﾝの２４歳の誕生日が過ぎていくんだろうなぁ。(;∀;)
明日、歯医者の帰りにｹｰｷ屋に寄ってみようかなぁ。

まぁ、すぐ仕事なんですけども。

時間ねぇー

それより歯医者に起きれるのか不安でいっぱいでございます。

最近月１ぐらいでしか歯医者ないから忘れるし、起きれない。

なんか思ったんですけど歯医者ってｴﾛくないですか

（↑あぁ、あたしだけですか



大きく口開けて眉間にしわ寄ったりして。(笑

ちょっとｾｸｼｰな表情ですよね

人に寄っては怪物みたいな顔してる人もいるかもですが。

そんなわけでまひるたそは声を大にして言いたい。

忠義のかかりつけの歯医者さんになりたい。

どんだけｴﾛｲ顔が見られるんだっつーの。

まぁ、外科、看護士でもいいんですけど。

ただﾁｬﾝの下の毛処理班ですよ

あ。これは生々しいからやめておこう。（笑

なんか昨日はﾏｼﾞﾒなこと書いてたのに今日はしーもねーたーですか

忠義の誕生日にはﾋﾞｼっとしたこと書けたらいいなぁって思ってます。

期待はずれでも怒らないでください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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浮かれすぎてｺｻｯｸﾀﾞﾝｽを踊ってしまいそうです。(笑
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おっせぇんだよ。ｺﾉﾔﾛｰ。とお思いかと思いますが

しばしお待ちを。

ﾎﾝﾄすみません

急ぎの方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。
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これからもよろしくお願いします♡
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2009.05.15 Fri 玉の輿。

大倉担まひるですけどもー。

今日、歯医者行かなかったんだよねぇ

その代わり朝７時からｹｰｷやに行ってきた。(笑
ｹｰｷやってそんな早くからやってるんだぁと

妙に感動。(　；∀；) ｶﾝﾄﾞｰｼﾀ。
（´c_,｀●）　

えぇ。えぇ。

そんなわけで今から忠義の誕生日をﾏﾏﾝと祝います♡

（↑寂しいとか言わないの〜。（姫ﾁｬﾝか

しかもうちのモモが昨日、無事交尾を終らせまして。

なんかずっとりゅうたくんって言う犬が来てたんだけど

もう全然ﾀﾞﾒで。

なんかモモの方が上になってﾉｯｼﾉｯｼやってるし。（笑

で、諦めかけてたとこに昨日８０万円の犬、「海流丸」が現れたのですよ。

そしたらもうﾚｲﾝﾎﾞ一発。

もうﾏﾏﾝとﾊﾟﾊﾟﾝはでかした って大喜びで。

なんかモモは面食いなんだなぁと。(笑

つーか玉の輿 （笑

８０万ですよ

そんなわけで夏には子犬が生まれます♡

えぇ。あたくし、風邪をひいたっぽいのですが

喉が痛くて。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
明日には治ってるといいなぁ。

もう今日、仕事しながら喉がごっくん出来なくて

つらかった。(;∀;)
いちいち手間のかかる女でｽﾏｿ。



また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.05.16 Sat 0516

Happy Birthday
Tadayoshi Okura

24th!!!!

忠義、２４歳おめでとう。

仲間想いで頑張りやさんで優しくて

いつもﾌｧﾝのこと考えてくれてて

負けず嫌いで暖かく向日葵のような忠義。

そんな忠義が大好きで。

時々ﾍﾀﾚで笑っちゃうとこもあるけど

そんなお茶目な忠義も好きです。

忠義に出会った頃はこんなに長く好きになるとは

思ってもなかった。

今はﾎﾝﾄに忠義に出会えたことに感謝しています。

中２の女子ﾉﾘなくせに時々出ちゃう

ｾｸｼｰ忠義。(笑
そのｷﾞｬｯﾌﾟが忠義はすごくいいんだと思う。

いつも忠義には励まされてます。

忠義の笑顔見るだけですごく励まされるし、

あたしがこうやって頑張ってこれてるのは

忠義のおかげかなぁって思います。



ありがとう。

全然返せてないかもしれないけど

少しづつでも忠義に愛情として返していきたいと思います。

ﾎﾝﾄにありがとう。

２３歳という年は忠義にとって特別な１年だったと思う。

２４歳になった忠義はきっと更にいい男っぷりを発揮しちゃうんだろうなぁ。

忠義にとって実り多き年になりますように。

大好きです。

これからもずっと。

２４歳おめでとう。

2∞9.5.16　　　福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.05.18 Mon 書きたいことはたくさんあるけれど。

大倉担まひるですけどもー。

疲れた。(;∀;)
もう帰ってきてご飯食べてお風呂入ったら沈むかと思った。(笑
ってぐらい疲れてて髪も乾かさずﾍﾞｯﾄﾞに横たわってた。

で、ﾐｭｰｼﾞｯｸﾗｳﾞｧｰｽﾞ見たらましゃ兄で♡

一人萌え っとしてました。

やばい。

ましゃ兄、４０歳だって。

全然見えなくてびっくり

なんかもうそんなになるんだぁ。

もうﾚｸﾞｻﾞのCM見てうきゃー♡ってなるしさぁ。

で、松ﾁｬﾝが結婚したとﾔﾎｰで見まして。

なんかしかも奥さん、妊娠してるって。

なんか松ﾁｬﾝが子供あやしてる姿とか全然想像出来ない。

なんかずっと自由奔放に行くのかと

思ってたから家庭を持つとかもっそい意外で。

で、おっしーが１４日から山梨で映画のﾛｹをしてると聞きまして。

あまり興味も薄れたのですが

で、関西で新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ発生したと昨日から

ｴｲﾄﾒﾝ大丈夫かなぁ って

心配になりまして。

そんな心配をしてるけど明日は我が身だと

思いまして

あたしもこの間、ちこーっと喉痛くて風邪ひいたかなぁ

と思ってたんですがこれがしこたま無事で。（笑

確かに疲れてるけど元気１００倍 でして。



で、７月からﾀｯｷｰと亮ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏでしょ

（↑ﾀｲﾄﾙ忘れた。(ﾁｰﾝ

調べる元気もねぇ

なんかｽﾄｰﾘｰちょこっと見たんだけど面白そう。

ﾀｯｷｰが悪人で亮ﾁｬﾝが善人の教師なんでしょ

なんとかの犬だっけ

（↑思い出そうとするな。

どうせ妙な答えしか出てこないんだから。(笑
ﾊﾟﾌﾞﾛﾌの犬とか。(笑

ほらね。逝ってQ
ﾀﾊﾞｲ。あたし自称滝好きだからなぁ。

その絡みももっそい久々に見るんですけど

で。あぁ。お知らせがいっぱい。(笑
で、Aｽﾀに水嶋ヒロくんが出ててー♡

あんなに喋ってるヒロくん初めて見たぁ。

ｷﾀ━━━━━━(♡∀♡)━━━━━━！！ 

で。しこたま太ってしまったあたし。（←使い方が違う。

忠義に会うまでには少しは痩せようと思いまして。

もう。もう。ﾎﾝﾄにﾀﾊﾞｲ。

あなた妊婦 って言われそうなぐらいひどい。

まぁ、帰ってきてｼｰﾒｰを食ってる時点で終ってるんですが

断食をしろ。断食を。

もうだってﾃﾚｶﾞｲのヨコﾁｬﾏ見たぁ

何 あのｶﾞﾘｶﾞﾘ具合は

あれがﾒﾀﾎﾞ三兄弟もしくは余分三兄弟と言われた人ですか

（↑誰も余分三兄弟とは呼んでねぇ。

顔ももっそいｼｬｰﾌﾟで。

あの顔すっごい好き♡



あたしもあれぐらい痩せたい。

で、ﾌﾞﾛｸﾞに腹の写真をｱｯﾌﾟしてぇーーーーーーー。（←それは無理かな

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.05.20 Wed そんな大倉ｦﾀですが何か???

大倉担まひるですけどもー。

花嫁とﾊﾟﾊﾟの再放送を見て

田口さんに萌え っとなって

やっかしDVD-BOXを買おうと決意した大倉ｦﾀのまひるたそです

もうだって三浦くん爽やかなんですもん。（笑

あぁ。あたしの男を見る目に間違いはねぇと思ったここ２〜３日。

あぁ。でも田口さん、今、お付き合いされてる方がいるじゃないですか

それがもっそいﾘｱﾙに見えてくるのはあたしだけですか

ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ｱｧﾊｱｱｧｧ━━*´Д
｀*━━ｱｧﾝ!!

あぁ。それは困る。

ﾔｯﾊﾞｲ。ﾎﾝﾄね、田口担の時は勝手に１人で

じゅんのすと結婚しようって思ってたのね。(笑
そのぐらい子供だったし、痛い子だったのね。（笑

まぁ、痛さは今も変わらず忠義さんと結婚したいと

思ってるんですけど。(笑
まぁ、結婚しようから結婚したいに変わっただけ

大人になったと思うんですけど。（笑

話は飛躍するんですけど

すっごいあたし的に好きなﾌﾞﾛｶﾞｰさんに出会ってしまった

SHOCK。衝撃。

最近忙しくて更新してないみたいなんですが

またお邪魔したいと思ってます♡



もう女の子の日でｸﾞﾃﾞﾝｸﾞﾃﾞﾝなんでｻﾗﾊﾞｲﾊﾞｲ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.05.21 Thu ただﾁｬﾝとウハウハの日々&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

また左肩がもっそい痛いんです。(;∀;)
湿布を貼ろうか薬を飲もうか迷います。

いや、ここは湿布だな。

薬はあんまり飲みたくないし。

そういや、この間、もっそいﾘｱﾙな夢見た。

もう話の経緯は忘れたけど

水嶋ヒロくんと絢香さんの の番号を聞きました。(笑
なんかヒロくんだけじゃなくてその奥さんの番号も聞くとゆう

あざとさにびっくり。

いや、でももっそいﾃﾝｿﾝ上がってた （笑

いやぁ、あたしって腹黒い

そうそう、また２５日からあたしのお得意の韓国ﾄﾞﾗﾏが始まるので

録画を準備しないとねぇ。

なんかもうすぐﾄﾞﾗﾏが始まるから水嶋ヒロくんの露出も増えてるし、

映画が始まるから佐藤健くんの露出も増えるし、

ウハウハですわ。(‾ー+‾)ｷﾗﾘ
そんなわけで番組ﾁｪｯｸが激しいです。

ﾙｰｷｰｽﾞの再放送とか見てﾆﾔﾆﾔしてます。(‾ー+‾)ｷﾗﾘ
（↑変態。

なんか思わず水戸黄門の再放送まで見てるからね。

案外ｲｹる

あ。明日やっとお休みもらえたんです♡

にこの間行けなかったので

明日行こうかなぁと思ってます。

もうやっぱ週１の休みはきついね



ただﾁｬﾝとウハウハ出来ないじゃん

（↑別にしなくても

もう消化するものが溜まってるし、

ただﾁｬﾝもヨコﾁｬﾝも見れないし。(ノД`)
なんか今日、ｼﾞｮﾝのCan!ｼﾞｬﾆﾛｹのとこに小さく写る忠義見て

ウハ♡ってしてた。

（↑そんなことで

そのぐらい飢えてるってことなんですけども。

でもただﾁｬﾝ、髪切らないかなぁってひっそりこっそり思ってるんですけど

いいですか

あたし、ﾎﾝﾄ、大倉担歴そこそこなんですけど

初めて忠義の髪型について意見します。

今までﾎﾝﾄに長くても短くても萌え♡っとしてたんですけど

最近こっそり髪切って欲しいなぁって思ってますけど何か

ただﾁｬﾝ、お願い。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2009.05.25 Mon ふわふわ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾐｰﾊｰ一等賞のまひるたそです♡

今日は瑛太くんに萌え♡っとしてました。

瑛太くんはｳｫｰﾀｰﾎﾞｰｲｽﾞの時から好きでして。

なんかおしゃれｲｽﾞﾑ見て可愛らしい人だなぁと思って

見てました。

あたしの好きはどこまで行くんでしょう。(笑
なんかたくさん好きな俳優さんとか居過ぎて

思い出せません。

最近の衝撃は花男の花沢類とｽﾏｲﾙの林さんが同じ人に

見えないことです。(;∀;)
花沢類はもっそい好きなのに林さんは怖くてﾁﾋﾞりそうです。

やっぱ小栗ｷｭﾝはすげぇなぁ。

なんか疲れちゃってﾌﾞﾛｸﾞ書くのどうしようかと思ってるんですけどもー。

ﾈﾀもないしなぁ。

そだ。

「MR.BRAIN」の１話をﾀﾞﾋﾞってくださる方

いらっしゃったらﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

よろしくお願いします。

いつも図々しくてすみません

仙台２daysが終わりました。

お疲れ様でした。

なんか全然ﾂｱｰやってる実感がわかない。

あたしたぶん長野までずっとそんな感じなんだろうなぁ。

全然ﾌﾞﾛｸﾞ巡りとかしてないから

全くの他人事のよう。



あたしはずっとこんなふわふわした感じでいくんだろうか

なんかもっと地に足つけていたいわ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2009.05.25 Mon 本間くんに恋した乙女。

大倉担まひるですけどもー。

あぁ。明日は久々に何もない休み。

やりたいことたくさんあるけど

結局ｺﾞﾛｺﾞﾛして過ごすんだろうなぁ。（笑

なんか仕事人も見なくなっちゃったなぁ。

休日出勤とかあって見れない日が続いて

結局そのまま見なくなった。

仕事人自体は好きなんだけど

なんか聖が出てるの見るとちょっと泣きそうになる。

聖が悪いわけでもないんだけど

まだ全然気持ちが割り切れなくて。

そうゆうとこ子供だなぁって自分でも思う。

そう考えたらがんばっていきまっしょいの博貴からじゅんのすに

変わったのも結局割り切れなかったなぁと思って。

物語が純粋に楽しめないってゆーか。

そう、帰りに に寄ったら

明日からｴｳﾞｧﾌｪｱだそうで♡

明日、 行こうかなぁ。

ヽゝﾟ ‐ﾟ ﾆｹﾞﾁｬﾀﾞﾒ···。

最近職場でも同僚とｴｳﾞｧの話とかずっとしてて。

綾波派のあたしなのでした。

ついでに同僚のMくんはアスカ派。

なんかあのﾂﾝﾃﾞﾚ感がたまらないそうで。（笑

もうﾎﾝﾄ小学生の時に綾波の髪型にしようかと思ったぐらい好き。

ﾊﾟｿのﾒｱﾄﾞを綾波の名前を入れたかったぐらい好き。

そうそう、で、友達にﾀﾞﾋﾞってもらったﾋﾞﾃﾞｵのｴｳﾞｧが見れなくなっちゃって

TSU○YAに行こうか迷ってる。

なんかTSU○YAとか近いのにもっそいめんどくさいのね。



とことんﾏﾒじゃないあたし。

歩いて行ける距離だったらいいのに。

どうも田舎育ちに慣れなくて。（笑

なんか自分で乗り物出さないと行けないのがめんどくさい。

でも人ごみは嫌いだからやっぱり田舎っこなのかなぁ。

でも運転関係は向いてないと思う。

全然信号とか見てない時あるもん。（←無事か

今日、２時間ぐらいしか寝てないのに

案外元気。

たぶん薬とか飲まなかったら朝まで起きていられると思う。

ﾌﾞﾝﾌﾞﾝですよ。

あ。眠れなかったから今朝、ｻﾞ·ｸｲｽﾞｼｮｳを見てたんだけど

堀ｹﾝにｲﾗっとしてヨコのかっこよさにｷｭｰﾝ ってなってた。

本間くんいいよー♡

身近にあんな人居たら恋しちゃう♡
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2009.05.26 Tue 大倉忠義さんに会いたい件。

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ変えたんだけどいまいちかなぁって感じ。

また追々背景とか変えていこうかなぁとは思ってます。

そうそう、ゆーちゅーぶでｶﾞﾁｶﾒが見れるとゆーので

後で見よう。

もういつも宣伝物に弱い山梨県

だってﾎﾝﾄ何もやらないよ。

山梨では。

もっと山梨もエイトに優しくなろうよ。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

あ。そういえば書き忘れてたんだけど

KAT-TUNのﾄﾞｰﾑﾗｽﾄWｱﾝｺに忠義、やっすん、亮ﾁｬﾝ、丸ﾁｬﾝがｹﾞｽﾄで出たとか。

仙台の前日だったのに。（笑

なんか久々にKAT-TUNｺﾝ行きたいなぁって思ってて

最後まで行くの悩んでたから結構悔しい。

考えたら大倉担になってから１度もKAT-TUNｺﾝに行ってないんだよねぇ。

なんか金銭的にも時間的にも全然余裕ないからなぁ。

super juniorもまた来日するんだけど

今回は全く行けそうにない。

なんか去年はｲﾍﾞﾝﾄに参加してすっごい楽しかったからなぁ。

なんかそういや、super junior-Mがまた何か活動してるっぽくて

ちょっと気になってるんだけど全然調べてない。(;∀;)

眠いので寝ます。
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2009.05.27 Wed 君がいてくれたからそれでよかったのに。

大倉担まひるですけどもー。

昨日のお休みはﾎﾝﾄひどい。（笑

ﾏｼﾞ１日中寝てた。

全然起きれないし。

ﾎﾝﾄに疲れてたんだなぁと思って。

で、夜中目を覚ましてﾌﾞﾛｸﾞ更新しようと思ったら

ﾈｯﾄが繋がらなくて。（ﾁｰﾝ

またﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰのせいだと思ってたいして気にせず

そのまま寝たのね。

それで帰ってきてまたﾊﾟｿ立ち上げたんだけど

ﾈｯﾄが繋がらなくて。

ｲﾗっとしてﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰに しようと思ったら

もﾌﾟｰﾌﾟｰって

言ってて。（笑

あ。電話が止まってる って

やっと気づいて速攻払いに行ってきた。

いやぁ、恥ずかしいﾔﾂでｽﾏｿ。

しかも今、気づいたんだけど

部屋の蛍光灯が暗い。

しかもﾁｶﾁｶしてるから２ｺのうち１ｺ線抜いたんだけど

もっそい暗い。

もう電気は明日にします。

今から電気屋に行くのもｺﾝﾋﾞﾆ行くのもめんどくさい。

あぁ。もっそい貧乏学生みたい。(;∀;)
あぁ。こうしてよりいっそう目が悪くなるんだろうなぁ···｡

もう全然忠義ってないなぁ。

忠義りたいのに。

そうそう、それで今日のはなまるが佐藤健くんで。



まだ見てないんですけど。

それなのにLUNA SEAの「I for you」をDLして聴いてる次第で。

LUNA SEAはあんまり好きじゃないんですけど

この曲知ってます

深ｷｮﾝと金城武のHIVのﾄﾞﾗﾏの主題歌。

なんかこの曲は好きで急に聴きたくなってDLしました。

あのﾄﾞﾗﾏは子供ながらに衝撃でした。

何が衝撃ってあぁ、あぁやって好きなｱｰﾃｨｽﾄと結ばれるきっかけが

あるんだなぁって。（笑

（↑そこかよ。

いやぁ、いいなぁと思って。

まぁ、それは冗談なんですけど仲間ゆきえさんも出てましたよね

すっごい綺麗な人だなぁと思って見てました。

しかももっそい結構激しいﾄﾞﾗﾏじゃないですか

内容が。

なんかｷﾝｷの人間失格以来の衝撃でした。

で、新垣結衣ﾁｬﾝの「うつし絵」もDLしました。

新垣結衣ﾁｬﾝの曲は好きでﾊﾟｿにも５〜６曲入ってます。

なんか心が洗われます。

そうそう、もうﾎﾝﾄにﾄﾞｺﾓSHOP行くのがめんどっちぃので

のびのびになってるのですが

電池がただでもらえるってﾒｰﾙできてて

もう今の １年ぐらい使ってるんで

もらいに行きたいんですけどめんどっちぃんです。

金曜日に行こうー。

忠義りたい.jpのに

全然忠義れない.jp

ご飯食べてきまーす♡
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2009.05.28 Thu VIVAｻﾝﾀﾞﾙ。VIVAﾀｹﾙ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか１ヶ月ぐらい前にｱﾏｿﾞﾝで買ったﾎﾟﾎﾟﾛ１２月号、

ｷｽﾏｲのﾍﾟｰｼﾞがないんですけどー

なんかずっと探しててよく見たら切り取られてる。(;∀;)

さすがに１ヶ月前とか交換してくれないよねぇ

あぁ。今明細見たら３０日までって書いてあるぅー。

３０日過ぎてるぅー。(;∀;)
まぁ、それは諦めよう。

気がつかなかったあたしが悪いんだし。

玉森ｷｭﾝが好きなのに···｡

で。で。安田担の小春ﾁｬﾝが宮田担になりましたぁー♡

ちょっと寂しいけどでも宮田ｷｭﾝはあたしの中でもすごく縁の深い人で。

特別な人なのです。

だから降りたのが宮田ｷｭﾝで嬉しい。

ﾊﾞｯｸ担っていろいろ大変だと思うけどそれも楽しかったりするし、

小春ﾁｬﾝには頑張ってもらいたいなぁって思います。

あたしも長くﾊﾞｯｸ担やってたからなんとなく気持ちわかるし。

あたしはそれでもﾊﾞｯｸからﾃﾞﾋﾞｭｰしていった人がほとんどで

ﾃﾞﾋﾞｭｰしなかったのはやめていったKくんだけだったなぁ。

なんかそれも不思議な感覚。

あたしのそれもちょっとすごいと思わない

でもKくんを好きになって今の大倉担に繋がるんだけど。

ってちょっとやっさいもっさいを踊りそうになる自分。（笑

ｱｲﾀﾀです···｡

今日の嵐もめっちゃ笑った。

あたし、翔くんの服装見て凍りましたけど何か

相葉ﾁｬﾝの暑いんだか寒いんだかわからない服装は相変わらずだなぁと。（笑

VIVAｻﾝﾀﾞﾙ。（爆笑



ｷﾞｶﾞﾝﾄなつかしす。

あたしは相葉ﾁｬﾝのそうゆう部分も含めて好きでした。（笑

でも今日はまた櫻井勝ちですね。

翔ﾁｬﾏおいしすぎるよー。

めっちゃ面白い。

ﾅﾃﾞｶﾞﾀﾝ。（笑

あ。で、昨日寝る前にはなまるｶﾌｪの佐藤健くん見てたのね。

もっそいかわえぇ♡

ﾔｯﾊﾞｲ。今、飼いたい男子No.1だもん。

なんであんなに可愛いのぉー

あたしの思考回路の中に猫っぽい男子って全然なくて。

いつも犬派なのね。

だから猫派もいいかなぁと。

VIVAﾀｹﾙ。（笑
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2009.05.29 Fri ﾙｰｷｰｽﾞと嵐。

大倉担まひるですけどもー。

今日、昼前に起きて用事済ませて

帰ってきてから寝て結局ﾙｰｷｰｽﾞの時間まで寝てました。（笑

で、夕方ﾙｰｷｰｽﾞの再放送の最終回見て号泣。｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡
ﾔｯﾊﾞｲ。みんなかっこよすぎる。

特に岡田。（笑

（↑結局はそこかよ。

冗談です。安仁屋の力投です。

でも岡田ｷｭﾝ、おしゃれさんなんだもん♡

うっきゃんきゃん(ﾉ∀｀)

また昨日に引き続き、健くんの話をしてますけど何か

あたし、今まで犬系の人が好きだったんですけど

健くん見て猫系の人もいいなぁって思うようになりました。

人ってわからねぇー。（笑

で、最近毎日ﾆｺｶﾞｸが に出てるじゃないですか

ウハウハなんですけど。

ﾔｯﾊﾞｲ。

毎日、ﾀｰｹﾀｰｹﾀｹﾙｰって歌ってます。ハイ。

（↑このCM大好き♡

かばえぇー♡

で、ﾀﾓｽﾃ、ﾏﾏﾝと見てたら嵐が出てたんですけど

すっごい昔の話なのにあたしが相葉ﾁｬﾝのﾎﾟｽﾀｰ、部屋に貼ってたこと

覚えてるんですよ。

で、ﾏﾏﾝと嵐ﾄｰｸ。

なので「今はからくり屋の源太が好きなんだよ。」って言ったら

ちょっと前に死んだよね って言われて

思い出しちゃった。(;∀;)
そう、でもあたし、相葉担歴より大倉担歴の方が長いのね。



それなのにﾏﾏﾝは知らなかったってゆーね。(;∀;)
悲しいｵﾁですわ。

そんなに相葉ﾁｬﾝ、ｲﾝﾊﾟｸﾄあったかなぁ。

で、Aｽﾀ見て、佐藤隆太さんが出てて

あたしも漫画のﾙｰｷｰｽﾞは見たことあるんだけど

やっぱり川藤は佐藤隆太さんしかいないって思ったもん。

まぁ、それでまた 見て号泣しました。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

あたし、金ｽﾏの辰吉さんの試合も見て号泣したのに。

今日はﾎﾝﾄに泣いた。
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2009.05.31 Sun 大倉忠義は常に別格。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、眠れなかった。(;∀;)
なんかいっつも土曜日の夜って眠れないんだよね。

たぶん神経が高ぶってるからだと思うんだけど。

なんか無駄にﾃﾝｼｮﾝ上がってるんだよね。（笑

で、朝方もっそい眠くなってちょっと寝るの。（笑

そうするともうﾎﾝﾄ起きるのがつらい。

仕事中はなんとか頑張れるんだけど

休憩時間がｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞ。（笑

あぁ、いつも仕事中は気を張ってるから

眠くなく仕事出来てて休みの日は

だから眠いんだと思って。

おしゃれｲｽﾞﾑに岡田くんが出ててウハウハで見てた。

やっぱりぶっさんはｶｯｺｲｲなぁ。

で、情熱大陸を見てｲｯﾁｰを見てちょっと切なくなる。

あたし、情熱大陸見ると切なくなるの。

ｲｯﾁｰはﾘﾘｨ·ｼｭｼｭを見てから好きなんだけど

あの透明感がすごく好き♡

なんかｲｯﾁｰってもちろん女の子にも人気だけど

男も惚れる男気があるよね。

そうゆうとこもすごく好き。

あぁ、あたしって最近忠義以外の誰かのことばっか話してるよね

でもあたし思うんだけど「好き」は多い方がいいと思うの。

それが人だったり、物だったり、行動だったり。

そしたら少しでも自分の枠が広がるじゃん。

例えば見逃してる何かがあるかもしれないって思うし。

そう思ったらもったいないじゃん

だから好きな俳優さん、ﾀﾚﾝﾄさん、ｱｰﾃｨｽﾄさんが多いのは

悪いことじゃないって思う。

何かしら学ぶことも多いし。



もちろんその中でエイトは特別だし、

大倉忠義という人も別格。

自分の好きの中でもﾎﾝﾄに別格で。

なんか好きだけじゃ片付けられない存在。

この気が多いあたしが別格って言うんだからﾎﾝﾄに魅力的な存在なんだと思う。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.06.02 Tue 富があふれてぇ。

大倉担まひるですけどもー。

明日休みなのに に行く日だと

思うと凹む。(;∀;)
しかも東京ﾄﾞｰﾑあるし。

いつもはﾗｲﾌﾞの時も自分も仕事してるから

あんまり気にならないけど明日は仕事休みだもんなぁ。

しかも眠くてあくびが止まらない。

いつも仕事帰りはこんな感じ。

テゴマスのｱﾙﾊﾞﾑを予約した。

ｼﾝｸﾞﾙ１枚も持ってないけど。

なんか一応ｱﾙﾊﾞﾑは買うらしい。（笑

あぁ。でもsuper juniorのｱﾙﾊﾞﾑ、３種類目が遅れて発売になったんだけど

それも買いたい。

そうそう、それで東方神起のﾊﾟﾝﾌがﾐｭｳﾓｼｮｯﾌﾟで買えるんだけど

３０００円なんだよなぁ。

２０００円なら買うんだけど。（笑

どんだけｹﾁなんだよ。

だって送料とか入れたら結局４０００円近くになるじゃん。

４０００円のﾊﾟﾝﾌって···｡

って思うじゃん。

いや、これがｴｲﾄなら買うんだよねぇ。

なんかあたしの東方神起好きもその程度かと思われると

非常に悲しいのだが。

あたしは今、新しい を買うことを考えてて

ちょっぴり貯金をしてるのですよ。

まだ何ｲﾝﾁの 買うか

決めてないけど。

うーん。３２ｲﾝﾁぐらいのやつは欲しいんだよなぁ。



今の が１４ｲﾝﾁで

全く裸眼だと見えないのですよ。

それでよく録画を失敗します。(;∀;)

そう。職場でMくんがよくｹﾝｶしよう〜よ〜って言うんですよ。(笑
なんかｽﾄﾚｽ発散のために言い合いをしたいらしいのですが

あたしはそれやると逆にｽﾄﾚｽ溜まるとゆーか

ﾃﾝｼｮﾝがｲﾔな方向に行くのでｲﾔだっていつも断るんですよ。(笑
でもよくちょっかいを出されます。

今日もｸﾞｳで殴られました。(;∀;)
いや、そんなに強くじゃないけど。(笑
Mくんいわく職場で唯一ｲﾗっとしないのがあたしらしいです。

あたしもそうだけど。

唯一ｲﾗっとしないのがMくんなんです。

最近、全然ｴｲﾄ、聴いてないんだよなぁ。

そろそろ長野公演の準備しなくちゃ。

何着てくかも全然決めてないし。

可愛いﾁｭﾆｯｸが欲しいんだけどなんか探してる時に

限って見つからないってゆーね。

それに合わせてｻﾝﾀﾞﾙも欲しいし。

そしたらﾈｲﾙもあわせる。

いつもﾜﾝﾊﾟﾀｰﾝなﾈｲﾙだから今年は違う色もいいかなぁって

思ってるんだけど。

ﾁｭﾆｯｸも欲しいけどﾊﾟﾝｸっぽくもしたい。

ﾈｲﾙを黒とﾋﾟﾝｸでやりたいんだよねぇ。

えぇ。えぇ。昔、髪をどﾋﾟﾝｸにして学校に行きましたけど何か

とりあえず休みの日に買い物行きますわ〜。

まだﾄﾞｺﾓSHOPも行ってないし。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.06.02 Tue ﾄﾞｰﾑ、盛り上がってるかー???

大倉担まひるですけどもー。

今頃はﾄﾞｰﾑ盛り上がってるんだろうなぁと

心惹かれる思いでﾌﾞﾛｸﾞ書いてます。(;∀;)
なんか今日は思ってたより暑くならず

過ごしやすい日でした。

行くのも苦じゃなかったし。

いつもはﾎﾝﾄに苦なんですよー。

往復に１時間かかるし、最近は薬であんまり待つことなくなったけど

以前は薬で９０分待ちとか診察で２時間待ちとかよくあって。

まぁ、その頃に比べたら苦じゃないかもだけど。

もう調子にのってﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ１袋食べたら

お腹がいっぱいすぎて今座ってるのもしんどいです。

でもｺﾞﾛｺﾞﾛしてたら余計に苦しかったから

起きてﾌﾞﾛｸﾞ書いて見てるんですけども。

あぁ。絶対ご飯なんて食べれないんだろうなぁ。

すっげ、ﾊﾞｶだ。

朝から何も食べてなかったから食べたんだけど

やっぱりお菓子はよくないよね

納豆ご飯にすればよかったぁー。(;∀;)
あたし、ちょっとおかしいから

ちょっとお腹いっぱいでもお菓子あったらあるだけ

食べちゃう人で。

だからお菓子の買い置きとか出来ないﾀｲﾌﾟ。

だからﾒﾀﾎﾞになるんだっつーの。

あたし、よく人に方言出ないよね って言われるんだけど

だって生まれも育ちも江戸っ子ですもん。

でも両親が山梨出身なので気を抜くと方言出るよ。(笑
でも普通に話す分には全然方言は出ないかなぁ。



まぁ、まだ東京に住んでた頃の話ですけど

出会ってからそんなに経ってない空（＠章大）と話してて

ふつぅーに

「ﾑｶつくら???」

って言いましたけども。(笑
もう爆笑ですよ。(笑
誰に対してﾑｶついてたのかも忘れましたが

その言葉はなぜか空とあたしの伝説になってます。

あたし、ﾎﾝﾄに普段「ﾑｶつくら???」なんて言わないんですよ。

たぶんよっぽどﾑｶついてたか空に気を許していたかの

どっちかです。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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オオクマﾁｬﾝのあの洋服と同じﾃﾞｻﾞｲﾝのものがﾔ○ｵｸで

売られてたことは知ってます。

見て可愛いなと思ったんですけど

落札金額が結構いってたので

自分で作った方が安いなぁと思って

ﾔ○ｵｸに載ってた画像を保存し、

ﾏﾈをして自分で作ったものです。

私は服飾ﾃﾞｻﾞｲﾝ学校卒なのでそんなに難しいことでは

ありませんでした。

誤解はとけたでしょうか???
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2009.06.03 Wed ﾄﾞｰﾑ2daysお疲れ様でした。

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、東京ﾄﾞｰﾑ2daysも無事に終ったようで

お疲れ様でした。

昨日はもっそいじれったい１日を送りました。

（´ヘ｀；）ﾃﾍﾍ。

なんかたぶん前日あんまり寝てなかったからか

ふて寝だったのか昨日は２３時には爆睡してしまい、

ﾒｰﾙもろくろく返せず、ﾎﾝﾄすみません。

とりあえずただﾁｬﾝの髪型が変わってることがわかり、

非常に楽しみな長野公演。(‾ー‾)ﾆﾔﾘ
ﾔｯﾎｰｲ。

なんだかんだ言っても来月ですよ。

姉さん。（←誰に言ってるの

いやぁ、申し込んだ時は相方空（＠章大）とまだまだ先だね。

なんてお茶目なこと言ってたんですが。

（↑どこがお茶目どすか

来月ですよ。来月。

生ｴｲﾄがぁー♡

実に約１年ぶりの生ｴｲﾄ。

どんだけ〜。

ﾄﾞｷﾄﾞｷでたまんねぇ。

よだれｼﾞｭﾙｼﾞｭﾙものですが何か

（↑姉さん下品です。

まぁ、そんなこんなで職場に夏休み宣言してきましたよ。

いや、ﾎﾝﾄはもっと早くに７月に夏休みくださいって言ってたんだけど

長野公演の日付を間違って記憶してたってゆーね

１週間後に休み宣言してたから今日訂正してきた。

そして職場から「ﾊﾝｺ持ってきてください。」って言われてたんだけど

忘れ続けること２週間。（ﾁｰﾝ

ﾀﾞﾒ人間とほざかれつつやっと今日書類にﾊﾝｺをﾎﾟﾁっとなしてきました。



ヽ(´ー｀)ノﾏﾝｾｰ。

で、最近椎名林檎さんの「ありあまる富」を聴いてたんですが

あいちゅーんで聴いてたら８５回にもなってて

どんだけ富が欲しいんですか

と自問自答。

あたしもありあまる富と言ってみたい

どう頑張ってもありあまんねぇもん。

なんかこの間、ﾐｭｰｼﾞｼｬﾝの売り上げが発表されてて

断トツはもちろんえぐざいるくんだったんですが

単純計算で１人２０億の儲けって書いてありました。

嫁にいきてぇー。

まぁ、まぁ、えぐざいるくんは見た目でﾁﾋﾞってまうので

嫁にはいけないんですけど。

どんだけﾁｷﾝなんですか

まぁ、世界ﾁｷﾝﾚｰｽに出たらNo.1になる自信あります。

（↑ﾁｷﾝの意味がちげぇよ。

まぁ、そのぐらいﾁｷﾝなんですけども。

六本木で錦戸８９３にｶﾞﾝ見されて３歩後ずさりをした

まひるたそです

でもあたしはその時、錦戸８９３のことを

おしゃれな小学生だなぁって思ってたんですよ。(爆笑

そう、あたしその時、眼鏡だったんですよ。

いつもｺﾝﾀｸﾄなのに。

それでそれが当時１６歳のﾁﾝﾋﾟﾗ亮だったんですが

ﾎﾝﾄに近くにくるまで気がつかなかったんですよ。

いやぁ、亮ﾁｬﾝ、その節は、どうも。どうも。どうも。

あ。そういや、渋谷でも仁亀ﾌﾟﾗｽ にｶﾞﾝ見されて逃げましたけど何か

怪しさ満載です。

まぁ、そのぐらいﾁｷﾝってことです。

あたしの方が年上なのに···｡（ﾁｷﾝのぼやき

おうおうおう。

ただくらに逢いたいじゃねぇか。

ただくらって言うな。



あぁ。もうﾎﾝﾄただﾁｬﾝに会いたい。

もうただﾁｬﾝｿﾛｺﾝ見て泣きじゃくってたのがｳｿのよう。

（↑やっぱり怪しさ満載。

久々にぐろりあす見ようかなぁ。

考えたら２回ぐらいしか見てなかった。（ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ

あれはねぇ、すばﾁｬﾝと亮ﾁｬﾝがすっごいｽﾃﾁ♡

（↑ｵｲ。忠義は

いや、ただﾁｬﾝもｽﾃｷだけどやっぱり寝起きﾊﾚﾝﾁ亮には敵わない。

ﾊﾚﾝﾁって言うな。

なんか寝起きの亮ﾁｬﾝって言うとやっぱり裸。

（↑DVD４７の見すぎです。

裸で寝るんかーい。

突っ込み所満載です。

あたし的にはやっぱりｸﾞﾘｰﾝが寝ぼけていつの間にか

ﾍﾙﾒｯﾄ反対にかぶってたのとﾅｽの鈍感力がﾂﾎﾞですけどね。

あぁ。もう話が二転三転しすぎなんですけど。

あ。そうだ。

漫画BECKが映画化されるんですねぇ。

しかもﾒﾝﾂがすごい。

ﾀｰｹﾀｰｹﾀｹﾙｰの佐藤健くんと水嶋ヒロくんと向井理くんと中村蒼くんとその他諸々。

あぁ、執事ﾄﾘｵ復活。

あたし、死んでもいいです。（ｳｿです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.06.05 Fri うーん。

大倉担まひるですけどもー。

あぁ。どうしたらいいですか

今日のﾚｺﾒﾝ、すばるがｹﾞｽﾄじゃないですか

だから全国放送から聴きたいんですけど

今日のLOVE GAMEは外せない。

だって河相我聞さんが出るんだもん。

あたしの大好きな大好きな我聞さんですよ。

HDDもいっぱい。携帯の容量もいっぱい。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
とりあえず携帯に入ってるﾄﾞﾗﾏ１本削除しました。(;∀;)

あたし、そういや、ｴｲﾄﾒﾝってあんまり名前呼び捨てってないんだよなぁ。

なくもないんだけど

すばると章大と忠義の３人なんだけど

あたしなぜか忠義は本人に向かって呼び捨てで呼べない人なのね。(笑
絶対ﾗｲﾌﾞとかたっちょんって呼んでる。

だから実際にﾗｲﾌﾞで名前呼び捨てで呼べるのって

すばると章大だけで。(笑
あたくしったらどんだけﾁｷﾝなんでしょう。

ヨコ、亮ﾁｬﾝ、丸ﾁｬﾝ、ヒナﾁｬﾝ。

あと博貴ぐらいかなぁ。

博貴も昔はヒヨコって呼んでたし。

基本、あだ名か名前呼び捨て。

みんなはｴｲﾄﾒﾝのこと何て呼んでますか

あ。そだ。

ｺﾒﾝﾄたくさんいただいてすごく嬉しいのですが

お名前は必ず記入してくださると嬉しいです。

名無しのｺﾒﾝﾄはｽﾙｰする可能性があります。



あと以前忠義のｿﾛ曲のことでお詫びしたんですけど

忠義ｿﾛ曲のあたしなりの解釈をさせてください。

あたしは「no-no-no」は忠義目線で彼女のことを書いた詞だと

思ってます。

だからｼｰﾂにﾀﾊﾞｺの匂いを残していったのは彼女の方で

忠義から見た目線で「残しておいてゆくよ」って彼女のことを語ったんだと思います。

だって他の詞も全部彼女の行動とかに対して

忠義の気持ちを書いてるじゃないですか???
だからやっぱりあたしはﾀﾊﾞｺの匂いを残していったのは

彼女の方だと思ってます。

１度は謝罪しましたがどうしても

納得がいかずいままでずっと考えていました。

今更ですみません。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.06.05 Fri ｵｯ○ﾝ化···｡

大倉担まひるですけどもー。

すみません

ﾚｺﾒﾝ聞いてないです。(;∀;)
なんか結局ﾘｱでLOVE GAME見てました。

いやぁ、ちょっと我聞さんがｵｯ○ﾝ化してて

ｼｮｯｸを受けた次第でございます。

半年ぐらい前に見たﾛｹ番組の時はそうでもなかったのになぁ。

それはあたしの視力が悪いからですか

今日、ﾜﾝｾｸﾞで見たんだよなぁ。

でもやっぱり好きです♡

あぁ。久々に「未成年」の我聞さんが見たいなぁ。

あ。今日ちょっとだけｲﾛﾓﾈｱ見たんですよ。

ﾆｺｶﾞｸがぁー

ﾔｯﾊﾞｲ。最近佐藤隆太さんも好きなんですよ。（笑

あたしは誰でもいいのか

でもやっぱりﾆｺｶﾞｸでは健くんとｲｯﾁｰかなぁ。

無難な線ですみません

でもちょっと小出くんもいいなぁとか思ったりするんですよ。(笑
ﾔｯﾊﾞｲですね。

あたし、めっちゃ の影響受けまくってますよね

で、あたし、ﾄﾞﾗﾏ「アイシテル」の智也役の子、めっちゃ好きなんです♡

ちなみに見てない人もいるかと思うので説明すると

「流星の絆」で亮ﾁｬﾝの子供時代の役をやってた子です。

確か「嘉数一星くん」って言って沖縄出身だと思ったんですけど。

あの時から可愛いなぁって思ってたんですけど

「アイシテル」を見るともっそい切ないんです。

これは完璧母性本能から見てですけどね。

あぁ。あんな可愛い子供が欲しい。



もうあの子めっちゃ可愛くないですか

あれ。あたしは忠義似の子が欲しいんじゃなかったっけ

いや、誰に似てようと可愛ければいいんです♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：好きな俳優

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://jugem.jp/theme/c78/5589/


2009.06.06 Sat おつまめ。

大倉担まひるですけどもー。

そういえば「魔女裁判」の介護ﾍﾙﾊﾟｰのｵﾊﾞｻﾝって

松本じゅんって言う名前なんですね。

それでいいともの特番の時に「松じゅん」って言われてたんだぁ。

今更気づいてみたんですけど。

また左肩が痛くてもう寝たいです。(;∀;)
もう足腰ﾊﾟﾝﾊﾟﾝだし。

しんどい。

あ。そういや、２４時間TVのﾄﾞﾗﾏ、

亮ﾁｬﾝがやるんですね。

もっそい楽しみなんですけど。

仕事休んでﾌﾙで見ようかと思ってるんですけど何か

２４時間ﾌﾙです♡

中山優馬くんのﾄﾞﾗﾏ面白そうだなぁと思って録画しようかと

思ってるんですけど。

しかも中山優馬くんってﾎﾝﾄにあの名前でﾃﾞﾋﾞｭｰするの

１曲だけのﾕﾆｯﾄじゃなくて。

それで気になって昨日ﾀﾓｽﾃ見ようと思ったんだけど

ｸﾞｯﾀﾘしてて。

まぁ、録画はしました。

後日見ます。

つーか「ｽﾏｲﾙ」の展開が···｡

ひどすぎる。

ビトがかわいそすぎる。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.06.08 Mon 大人宣言。

大倉担まひるですけどもー。

ねむっ。

熊本もお疲れ様でした。

なんかやっぱりﾗｲﾌﾞの時は仕事してた方が

落ち着く。

自分が行くのは別だけど。

自分が行けるんだったらもちろん休みで。

行けないのに無駄に休みがあると

あぁ。今頃···｡って考える時間が豊富でｲﾔ。(;∀;)

そう。昨日のおしゃれｲｽﾞﾑ。

向井理くんでした♡

ﾔｯﾊﾞｲ。ﾏｼﾞかっけー♡

なんか今まで見た理くんの中で

１番かっこよかった。

背、たかっ。

足、ながっ。

なんかもっそい顔ﾏｼﾞﾏｼﾞと見ちゃった。

完璧すぎゆ。

なんで録画してなかったんだろ。

あたしのｲｹﾒｿｺﾚｸｼｮﾝに加えたかったのに。

あたし、最近やっと缶ｺｰﾋｰが飲めるようになったの。

ﾎﾝﾄ今までｶﾌｪｵﾚしか飲めなくて缶ｺｰﾋｰが飲めなかったの。

ちょっと大人になった気分です。

あぁ。もうﾀﾞﾙﾀﾞﾙです。(;∀;)
なんか今日仕事終って帰る時、足腰ﾊﾟﾝﾊﾟﾝで

足が上がらないかと思った。



あたし、時々あるんだけど

ﾗｲﾌﾞで長時間立ってて電車で今度は長時間足曲げてるじゃん

そうすると電車降りた後膝が痛くて階段降りれなくなることがあるの。

あたしどうもO脚がひどいんで。

あ。しゃべくり007見た。

辻ﾁｬﾝがもっそい可愛い♡

あたし、昔ﾎﾝﾄ、辻ﾁｬﾝと加護ﾁｬﾝが大好きで。

久々に辻ﾁｬﾝ見たけどやっぱり可愛かった♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.06.09 Tue なぜ大倉忠義さんがいないの???

大倉担まひるですけどもー。

今日、買い物に行って帰ってきてからお昼寝。

なんかｼﾞｬﾆｺﾝの夢見た。

しかも出演者が豪華。

嵐とKAT-TUNとV6。
なぜか忠義は出てこなかったなぁ。

なんかしかもあたし、すっごいうちわを満載に持ってて

誰かくるたびにいろんな人のうちわ出してたってゆーね。

で、結局夢の中のくせにﾌｧﾝｻは仁ﾁｬﾝと目が合っただけね。(笑

夢なんだから何かあっても良かったんじゃ

しかもなぜか夢につ○こさん。（笑

演舞城の廊下でｼﾞｬﾆｰさんに会った時以来の衝撃。(笑
もうすっごいびっくりしたから。

そうそうそれで長野に行く時の洋服を上から下まで買いました。

靴を黄色のﾊﾟﾝﾌﾟｽを買ったんだけどｻﾝﾀﾞﾙに変えるかもしれません。

でも黄色のﾊﾟﾝﾌﾟｽが可愛かったんだって。

そしたらﾈｲﾙも黄色にするし。

でも前から発色のいい黄色を探してるんだけど

なかなか見つからなくて

たぶん駅前まで行かないとないと思うから

駅前まで行ってきます。

で、ｦﾀ誌を買ったんだけど戸田恵梨香ﾁｬﾝの写真集も買いました。

もう顔がもっそいﾀｲﾌﾟなんです♡

でも未だに花男の海ﾁｬﾝ役は根に持ってるってゆーね。(笑
１番好きなのはミサミサです。

ﾒﾃﾞｨｱの影響受けすぎですか

あぁ。ヒナﾁｬﾝとﾎﾝﾄなのかなぁ

なぞである。



そうそう、最近肌荒れが気になるので

ﾁｮｺﾗBBを買おうか迷ってる。

あれってﾎﾝﾄに効くのかなぁ。

そう、夢見て気持ちよく寝てたのに

あ。今日仕事だ。と思ってﾄﾞﾁﾄﾞﾁで目覚めたってゆーね。

なんか休みの日にそうゆう目覚め方はすごくｲﾔだ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.06.12 Fri ｸﾞﾘｰﾝは疲れているのか???

大倉担まひるですけどもー。

なんか疲れちゃってﾌﾞﾛｸﾞ書くのがこんな時間に。

しかも１度書こうと思って書き始めたんだけど

消して 見てた。

もうだってあまりの疲れにﾌﾞﾛｸﾞも書けないかと思ったんだもん。

よくぞ、ご無事で。

そうそう、聞いて。

あたし約１ヶ月ﾒｰﾙ一切してないの。

もちろん も。

相方の空（＠章大）に５月１８日にﾒｰﾙしたのが最後。

でもﾎﾝﾄここ１ヶ月ﾏｼﾞで忙しくて

あっという間に１週間が過ぎていってなんか全然生活に余裕がない。

気持ちにも余裕がない。

ﾒｰﾙしなくちゃって思ってる人はたくさんいるけど

どうしてもﾏﾒになれなくて。

なんか愚痴こぼしてる暇とかもなくて

空にも伝えたいことあるけど

全然そんな余裕もない。

なんかﾌﾞﾛｸﾞは自分の生活の一部だから書こうとかって思うんだけどね。

そう、それでですね。

違う店舗の４０過ぎのｵﾊﾞﾁｬﾝと時々話すんですけど

一切ﾆｭｰｽ、新聞を見ないんですよ。

その年齢でﾆｭｰｽ、新聞を見ないのはどうかと思うんですけど。

あたしは１日２回ぐらいﾆｭｰｽを見ます。

ﾆｭｰｽは見ないくせにｻｯｶｰに夢中で。

ｻｯｶｰついでにﾆｭｰｽ見ればいいのにといつも思います。



そういえば昨日のｶﾂｶﾂ、すっごいゆっち可哀想だなぁと思って。

あたしも高所恐怖症だからゆっちの気持ちすごくわかる。

ﾎﾝﾄに無理なんだって。

高い所に登っただけで(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙだし、

まして飛び降りるなんて。

あんな演出いらないなぁって思いました。

あ。ﾃﾚｶﾞｲかな

忠義と章大の今の髪型がわかってすっきりしました。

忠義の髪型はﾊﾞｯﾁﾘｸﾞｰです♡

章大はやっぱ金髪の方が好きだけどﾊﾟｰﾏはちょっと···｡

まだ空には意見を聞いてないんですけど。

なんか最近のWebのﾚﾝｼﾞｬｰのｸﾞﾘｰﾝがあまりにも普通で。(;∀;)
昔はただﾁｬﾝのきのきいたことも書けてたのにねぇ。

また昔みたいなただﾁｬﾝに戻ってくれたらなぁって思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.06.13 Sat 玉木宏と錦戸亮。

大倉担まひるですけどもー。

今日、昼前に起きて買い物行って

帰ってきてｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞしてて。

もう眠かったんだけど我慢して今まで起きてます。

あたし、睡眠薬を通常の1.5倍飲んでて

それで異常に眠いんだけど

薬の修正をしなくちゃならなくて

来週 です。

なんか前はもっと少なくて眠れたんだけど

段々量が増えてる。

やっぱり普段のｽﾄﾚｽかなぁ。

あ。そういえば昨日ﾒｰﾙ全然してないって書いたけど

東京ﾄﾞｰﾑ前後に友達とﾒｰﾙしてた。

なんかそれさえも遠く感じる程１週間が早い。

ってことなんだけど。

どんな言い訳

でもﾎﾝﾄにそのﾒｰﾙぐらいかなぁ。

６月に入ってからのﾒｰﾙって。

その前は５月半ば。

昔はﾏﾒだったのになぁ。(笑

（↑どんな言い訳

あたし、映画のｳｫｰﾀｰﾎﾞｰｲｽﾞの時の玉木宏さんって全く記憶にないの。

つまぶきくんしか見てなかった。(笑
２回ぐらい見てるのに。(笑
でもﾄﾞﾗﾏのｳｫｰﾀｰﾎﾞｰｲｽﾞに出てた玉木さんはよく覚えてる。

あのﾄﾞﾗﾏは瑛太くんも出てたし、斉藤慶太くんも出てたし、ｲｯﾁｰとか

石垣兄も出てたからね。

その当時は慶太くんに目が無かったんです。



いや、今も好きだけど。

でも今１番目がないとゆーと佐藤健くんと水嶋ヒロくんかなぁ。

今日、夕方、ﾗｽﾌﾚの再放送見て泣いた。

なんかもうｿｰｽｹ見てるだけで切ない。

るかも痛々しい。

DVD-BOX持ってるのに１度も見てないの。

なんか見るのが怖くて。

ｿｰｽｹの最後はﾎﾝﾄ精神的に参ってしまって

あれは見ててつらかったなぁ。

来週、美容院も行ってこよー♡

まだ髪型どうするか決めてないけど。(;∀;)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif
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ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.06.14 Sun ｷｭｰﾝ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は腰が痛くてﾊﾟｿの前に座っていられなかったけど

今日は絶好調です♡

何この違い。(笑

でもﾈﾀがない···｡

····｡

····。

そう、TVぴあの表紙がｴｲﾄなんだけど

あの章大の髪。

金髪ﾊﾟｰﾏにする前のﾛﾝ毛でもなく

普通に短い髪。

可愛い♡

あのまま金ﾊﾟにして欲しかったよ。(;∀;)
あ。ただﾁｬﾝを見てない···｡

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

あたしとしたことがぁー

なんか最近忠義見ても萌え♡っとならないんだよなぁ。

倦怠期

なんか動く忠義を最近見てないからだと思うんだけど

雑誌は見てるのね。

でもなんかｲﾏｲﾁﾋﾟﾝとこなくて。

まぁ、今までもそんなことは結構あったから



またすぐ元に戻ると思うけど

なんかなぁ···｡

寂しいです。

なんか自分らしくないとゆーか。

なんか恋してるｷｭｰﾝとした部分がないんです。(;∀;)

やっぱり寂しいな。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.06.15 Mon 近くのｴｲﾄﾒﾝより遠くの大倉忠義。

大倉担まひるですけどもー。

なんかとりあえず部屋を片づけたい。

今、すっごいことになってて乙女の部屋じゃない。(;∀;)
なんか毎日疲れてて全然動けない。(;∀;)
ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

ただﾁｬﾝのお嫁ﾁｬﾝになれないよー

（↑嫁に行く気か

でもね、あたしﾎﾝﾄ大倉家のﾌｧﾝなの。

忠義から知る大倉家の子供の育て方から

とりきから知る忠義ﾊﾟﾊﾟの偉大さ。

ﾎﾝﾄにすごいなぁって思ってて

ﾎﾝﾄに嫁に行けるものなら行きたいなぁとか思ってたりして。(笑
ﾃﾍﾍ((　,,・з・,,　))ぶ〜 
そんな大倉家に育った忠義だからあたしはきっと

好きなんだろうね。

なんかさっき気分転換でﾌﾞﾛｸﾞ巡りしてたのね。

で、すっごい好きなﾌﾞﾛｶﾞｰさんがいるんだけど

移転しちゃったのね。

それで新しいｱﾄﾞﾚｽを知らなくて

やっと重い腰を上げてﾒｰﾙしました。

なんかやっぱりﾄﾞｷﾄﾞｷするね。(笑
なんかあたし恐れ多くて好きなﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒﾝﾄを残すことも

出来ないんです。(;∀;)

出た ﾁｷﾝ丸出し。

あ。そういえばｷｽﾏｲの宮田くんって最近大人気だよね。

最近ﾎﾝﾄにかっこよくなったなぁって見てても思うし。

あたしはちょっとした事情により事務所に入った当初から

記憶してるけど。



その頃は全然今ほどｶｯｺｲｲって感じじゃなかった気がする。

宮田担の友達と一緒にKAT-TUNの初ﾗｲﾌﾞに行ったから

もうその頃は宮っちは宮っちだった。(笑

あぁ。１日も早くｴｲﾄｺﾝに行きたい♡

もう動く忠義を見て胸をｷｭｰﾝ♡といわせたい。

でも今回ｿﾛってないんでしょ

ﾚﾝｼﾞｬｰも見たいけどｿﾛも見たいなぁ。

贅沢ですか

あたし、最近ｴｲﾄのｱﾙﾊﾞﾑ全然聴いてなくて。

最近聴いてるの

新垣結衣ﾁｬﾝと椎名林檎さん、Greeeen。
そろそろ気分を長野公演に切り替えないとねぇ。

なんかやっぱり席がわかってからかなぁ。

実感沸くのって。

ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ﾊｱｱｧｧ━━*´Д｀*━━ｱｧﾊｱｱｧｧ━━*´Д
｀*━━ｱｧﾝ!!

やっぱりﾗｲﾌﾞのこと考えると忠義のこと好きなんだなぁって感じる。

ﾄﾛｯｺの位置とか考えちゃうし。

少しでも見やすい場所だったらいいなぁって思うし。

なんかちょっと欲の出てしまう自分が残念だったり。(;∀;)
やっぱり少しでも忠義の視界に入りたいって思うし、

そうゆう自分が非常に残念である。

なんかこれがﾂｱｰで何回も見れるんなら余裕とか出てきて

誰がどこで何してたとかもわかるんですが

１年に１度きりのﾂｱｰ参戦ともなると忠義しか視界に入ってこない残念さ。

やらしいですか

あたし、ﾎﾝﾄ近くのｴｲﾄﾒﾝより遠くの大倉忠義なんで。(笑
例外もありますけどね。



（↑病気

ﾔｯﾊﾞｲ。そろそろ寝ないと。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.06.15 Mon 命ははれねぇ。(ノД`)

大倉担まひるですけどもー。

明日、美容院に行こうと思ったら らしいです。(;∀;)
ﾊﾞｽで行こうかなぁ。

でもあたしんちのとこからのﾊﾞｽって１日６本ぐらいしか

出てないの。（ﾁｰﾝ

行きはいいよ。時間あわせて行けばいいし。

でも帰り、何時間も待つのもｲﾔだし。

なんでまひるたそは免許持ってないかなぁ。(;∀;)

ちねばいい。

しかも昨日、寝る前にいつものごとく

いじいじしてたら

全然iﾓｰﾄﾞが繋がらなくて。

ふて寝してやったばい。

で、今朝起きてまた いじいじしたら

やっぱり繋がらないの。

こりゃﾛｯｸかかってるなと思って にﾛｯｸかけたら

元に戻せなくて焦った

で、結局なんとかﾛｯｸ解除したらiﾓｰﾄﾞも使えるようになって

解決ｿﾞﾛﾘ。

あたしって天才 ってちょっと思った。(笑

なんかね、今日は非常にすがすがしいの。(笑
なぜかただﾁｬﾝﾓｰﾄﾞ炸裂だし。（笑

びっ倉だよね。(笑

なぜに前日、無だった人が炸裂してるのか

特に何も見てないし、何もしてないよ。



仕事から帰ってきたら炸裂してた。（笑

あたしってどうも根が単純で。

ごめんね。ごめんねー

大好きです♡

大倉忠義とゆー人が大好きです♡

考えると胸いっぱいになります。

♬ﾟ+｡:.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ.:｡+ﾟ 
幸せな気持ちになります。

ヽ(●´ ｀●)ノ

これでご飯三杯いけます

でもこの間のﾚｺﾒﾝを聞き逃したことが無念です

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
誰か教えてよー。

もうﾎﾝﾄただﾁｬﾝが出るなんてうっかりぽっかりﾎﾞﾔｯｷｰだわよ。

（↑意味不

もう最近情報とか疎いから情報求む。

なんかｼｮｯｸで気を失うかとｵﾓﾀよ。

ただﾁｬﾝの甘い甘いSEXY VOICEがぁー

あたし、たぶんただﾁｬﾝがﾚｺﾒﾝ出てて聞けなかったの初めてかも。

いや、うっかりﾎﾞﾔｯｷｰだから何回かあるな。(笑
あたしはその時間、嵐ちゃんを見ぃーの、ｺﾞﾛｺﾞﾛしつつの、LOVE GAMEを見ぃーのー。

くつろぎ放題だったはず。

そんなあたしは昨日おしゃれｲｽﾞﾑを見て軽く藤井ﾘﾅにｲﾗっとしてましたが

何か

なんか泉ﾁｬﾝが普通の人に見えた。(笑
あたしが男だったら絶対つきあわねぇー。

だって連絡出来ない時だってあるし、

毎日会えない日だってあるし、

使ってるもの自分使用にするってどんだけ

はぁ。

絶対友達にもなれねぇ。



あ。つーか。

先々週ぐらいのしゃべくり００７にいもとあやこが出てて

好きなﾀﾚﾝﾄさんは の質問に

「櫻井翔」の名前出てましたけど今日の宿題くんのｹﾞｽﾄ、

いもとさんだよね

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あたしも眉毛ｸﾞﾘｸﾞﾘ太く描いて

ﾁｰﾀｰと競争したら大倉忠義さんに会えますか

あぁ。でも無理だ。

命ははれねぇ。

所詮ﾁｷﾝだし。
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2009.06.17 Wed 依存症。

大倉担まひるですけどもー。

ｼﾚっと昨日美容院に行って

終ってから買い物して帰ってきました。

結局ﾊﾞｽで行ったんですけど

なんて降らなかったよ。

夜は降ってたけど。

で、ﾊﾞｽも思ってたよりは本数出てて

そんなに待たずに往復できたし。

なんか相変わらずｶｯﾊﾟみたいな頭してますけど。

縮毛矯正かけてすくともっそいｶｯﾊﾟﾁｬﾝなので

まぁ、やっぱり長野公演の１ヶ月ぐらい前で

良かったなぁと。

うーん。

でも次はﾎﾞﾌﾞにしよう。

あ。それで今ｼﾚっとﾌﾞﾛｸﾞ書いてますけど

今日、 の診察があったので

仕事早退して行ってきたんだけど

なんかどうもあたしは薬の依存症になってるみたいで。

薬を若干変更して眠れない時は寝ないでいいって

言われました。

確かに寝なくちゃいけないって思うから

余計に眠れないわけで。

なので眠れない夜はﾌﾞﾛｸﾞを書く時も多いかと思いますが

発見したらまた眠れないんだなぁと思ってやってください。

また後で。
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2009.06.18 Thu どんくさくてすまみせん。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、夜にﾌﾞﾛｸﾞ書こうと思って結局寝てもうた。(;∀;)
しかも朝もﾌﾞﾛｸﾞ書こうと思ったんだけど

２度寝してもうた。(;∀;)
ﾀﾞﾒﾀﾞﾒ人間炸裂中の福原です。

今日、職場に監査が入ってたので

もっそい緊張しました。

あたしのﾁｷﾝぶりが発揮されてたと思います。(笑
しかも髪型のｶｯﾊﾟぶりも気になります。(;∀;)
明日、ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟのｶｰﾗｰ、１００均で買ってきて

頑張りたいと思います。

そうそう、ﾑﾌ。

仕事人のDVD-BOX買いました♡

まだ開けてないんですけど

明日見ようかなぁって思ってます。

最近ただﾁｬﾝ不足だったから解消されるといいなぁ。

なんかﾊﾟｯｹｰｼﾞに久々の源太ﾁｬﾝを見つけてやっぱりいいなぁって。

そういや、もう全然仕事人見てないなぁ

なんかこれで源太ﾁｬﾝのすべてが見られるようなので



ちょっとﾄﾞｷﾄﾞｷしています。

で、ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙをちょいちょい買ってみました。(笑
なんかﾈｲﾙはあたし、こうゆう色って使わないんだけど

ちょっとｸﾞﾗﾃﾞで使ってみようかなぁと思って

２色買いました。

ﾁｯﾌﾟも買ってこようかなぁ。

あ。あと黄色のﾈｲﾙもだ。

（↑戸田恵梨香ﾁｬﾝの写真集。

この表紙の写真がもっそい好き♡

中もすっごい可愛くて好き。



（↑HTMLとCSSの本。

なんかちょいちょい読んでる。(笑
なんかﾊﾟｿ関係の本を読むのは好き。

昨日ぐらいからまたPUZZLE聴いてる。

やっぱりこのｱﾙﾊﾞﾑはすごくいい。

早く生で聴きたいなぁって思うし、

ﾀﾞﾝｽとかも見たいし。

で、で。まだkicyu全然練習してないですけど何か

だいたい横山裕並みに振り覚えるの苦手ですけど何か

なんか未だにﾚｲﾆｰとかわちゃわちゃしちゃうんですけど何か

あ。あと最近全然踊ってないからいろは節とかもたぶん踊れないかと

でもﾄﾞﾘﾎﾞでいろはとか練習させられてまさかこの曲で

ｴｲﾄがﾃﾞﾋﾞｭｰするとは思ってもなかったなぁ···｡

あたし未だにヒナﾁｬﾝに振り教わったの覚えてるもん。

そう、それでですね。

ｲﾉｾﾝﾄ·ﾗﾌﾞの再放送を時々見るんですけど

話が全然わからねぇ

きよかはいったい誰が本命なんですか

気になるのでﾃﾞｰﾌﾞｲﾃﾞｰを借りてこよー。

見てる暇ないけど···｡
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2009.06.19 Fri １人しか愛せない。

大倉担まひるですけどもー。

相変わらずｳﾀﾞｳﾀﾞと起きてるまひるたそです。(;∀;)
別に明日用事って言ったらﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱと雑貨やに行くぐらいだし。

それでも朝９時には起きようかなぁって思ってるんだけど。

この薬の依存症から抜け出すには

規則正しい生活送って眠れない時は眠らないってことを

中心にやってくしかなくて。

頑張って薬少しでも減らさないと。

うーん。

あたし、どうも結婚願望がないみたいです。(;∀;)
いやね、相手が大倉忠義さんだったらﾊﾞﾘﾊﾞﾘ結婚しますよ。

でもね、あたし、ﾎﾝﾄに忠義を恋愛対象でしか見れなくて

自分でも痛いﾔﾂってわかってるんだけど

忠義以外の男の人に興味がわかないの。

なんか昔はそうでもなかったのね。

ｦﾀを認めてくれる立派な彼氏が居たし。(笑
でも大倉担になってから。

なんか忠義以外の人とKicyuするとか考えられない。

重症ですか

そのぐらい忠義のことが大好きで異性として意識してるわけです。

一生かかっても忠義とKicyuすることもないのにね。

それでも大好きで。

忠義しか愛せないんですよ。

なんか時々あたしのこの性格どうにかならないかなぁって思うんですけど。

ぶっちゃけ職場はｲｹﾒﾝ揃いですよ。(笑
でも全然異性として意識したこともなくー。

それで時々不安になります。

あたしはこうして忠義に愛を吸われていくのかなぁって。

そりゃ身近に好きな人が出来たらきっと楽しいだろうなぁって思うよ。

でもそしたらあたし、きっと忠義のこと疎かになっちゃう気がするの。



あたし器用じゃないから２人の人を全力で愛せないし。

こればっかりは成り行きに任せるしかないのかなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.06.20 Sat やっぶぁい。

大倉担まひるですけどもー。

舌の右側に口内炎が出来て

しゃべったり、物を食べたり飲んだりするだけで

もっそい痛いです。

それで全然食欲なくて。

最悪でﾃﾝｼｮﾝ駄々下がりです

ｸｲｽﾞｼｮｳ、見ました。

なんか本間くんがすごく可哀想だなぁって思いました。

本間くんすごかったですね。

鼻たらして泣いてましたもんね。

（↑そこかよ。

まだ見てない人もいるかと思うので

詳しくは書きませんがやっぱりヨコはすごい。

あたしはヨコが大好きです♡

これ書き終わったらｸｲｽﾞｼｮｳｻｲﾄに感想書き込みに

いきたいと思います。

そしてヨコﾁｬﾝ、翔くんお疲れ様でした。

ﾊﾗﾊﾗﾄﾞｷﾄﾞｷの３ヶ月を過ごさせていただきました。

楽しかったです。

やっぱエイト＆嵐は最強だなぁと思いました。

またいろんな組み合わせでﾄﾞﾗﾏ出させていただけたら

嬉しいです♡

そう。昨日、仕事人のDVD見ようと思ったのね。

でも泣きすぎて見れなかった。(;∀;)
なんか源太ﾁｬﾝの姿見るだけで号泣です。

あたしの傷はまだ癒されてなかったようです。

そんなわけで昨日はゆーちゅーぶでただﾁｬﾝの映像見てたんですけど

やっかし、ｶｯｺｲｲですね。



やっかし、可愛いですね。

やっぶぁいぐらい大好きです♡

今頃は北海道の夜を満喫してるんでしょうか

なんか着々と長野公演に近づいてますけど

やっぶぁいです。

あと３週間ぐらいで生エイトですよ。

生ｷｬﾗﾒﾙぐらい感動します。(;∀;)
（↑どんな例えだよ。

やっぶぁい。

どんなﾃﾝｼｮﾝでただﾁｬﾝに会えばいいのかわからない。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
(*´д｀*)ハァハァ。

とりあえず落ち着け。

あぁ。でも数ヶ月ぶりに生ただﾁｬﾝを見るわけで。

天井ぶちやぶりそうなぐらいﾃﾝｼｮﾝ上がっちゃいそうなんですけど

無事ですか

約１年ぶりのエイトだしなぁ。

死んだう♡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2009.06.22 Mon あぁぁぁぁぁぁぁあ。(ノД`)

大倉担まひるですけどもー。

今日のおしゃれｲｽﾞﾑ、ﾁｪｯｸしてなくて

玉木宏さんだったのに録画してなーい。(;∀;)
見たには見たんですけど。

なんかそういや、前回も見たなぁと思いつつ

見てました。

めっちゃ面白い人ですよね。

最近深夜に鹿男の再放送が山梨でやってるので

見てるんですけど好きです♡

なんか昨日、女の子の日になって

出かける前に薬飲んで夕方ぐらいまでは良かったんですよ。

でも途中薬がきれてお腹がもっそい痛くて

倒れそうなのを必死にこらえてました。

で、帰ってきてまた薬飲んでｺﾞﾛｺﾞﾛしてた。

もう全然ご飯は食べれないし、

しんどい。

つーか聞いてください。

あたし、ちょっと気になる男の子がいるんですよ。

好きってとこまでは全然なんですけど

いいなぁって。(笑
Aくんって言うんですけど職場の後輩で。

すっごいすっごい優しいんですよ。

なんかそんなに優しいのって元彼以来なんですよ。

だからちょっとｷｭｰﾝ♡って。

なんかこの間まで職場の人も興味ないって言ってたんですけど

考えたらそうでもないなぁと思って。（笑

すっごい物腰も柔らかだし、

ﾏｼﾞﾒだし、おしゃれだし、ｷｭｰﾝ♡って。



好きとは違うんですけどね。

北海道公演、おつかめさまでした。

無事に終って何よりです。

なんか仕事してると今、ﾗｲﾌﾞ中なんだとか

そんな実感まるでなく。

帰ってきてなんとなーく。(笑

で、空（＠章大）と約１ヶ月ぶりにﾒｰﾙしてまして。

今回はｳﾝｺ席熱望って話をしてまして。

なぜって???
それはあまりにも太ってしまいまして···。(；・∀・)ﾀﾞﾀﾞｲｼﾞｮｳﾌﾞ···?
その姿をｴｲﾄﾒﾝに見られるのが恥ずかしいからです。

いや、そりゃ３週間、ちょっとは努力しますけど

でも恥ずかしいんです。(;∀;)
なんかﾎﾝﾄ、冬に肉襦袢を蓄えてしまったようで。

最悪です。

とりあえず３週間頑張ります。

その後も継続して頑張らないと。

そうそう、で、とりまえずﾎﾟﾛｼｬﾂが欲しいんです。

なんかこの間、ﾁｭﾆｯｸを買ったんだけど

やっぱり長野にはﾎﾟﾛｼｬﾂで参戦したいのです。

路線変更です。

あたし、どうも襟がないとﾀﾞﾒなんですよね。（笑

ﾎﾝﾄ、襟のない服がﾎﾝﾄ似合わないです。(;∀;)

あぁ。ただﾁｬﾝ、自己管理の出来ない女はイヤって言ってたよね???
(ﾟдﾟlll)ｶﾞｶﾞｰﾝ!!

まさにそれです。(;∀;)
あぁぁぁぁぁぁぁあ。
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2009.06.22 Mon ﾀﾞｲｴｯﾄ宣言。

大倉担まひるですけどもー。

ﾎﾝﾄ最近１週間が異常に早いのですが。

先週火曜日に髪切ってもう明日で１週間ですもん。

早いなぁ。

で、今日からﾀﾞｲｴｯﾄを始めました。

長野までに少しでも痩せたいと思います。

ヨコﾁｬﾝを見習いたいと思います。

もうﾎﾝﾄ見苦しい。(笑
うーん。３週間で痩せれるかなぁ。

とりあえず頑張る。

でも今日疲れてて頬がこけてるんですよ。（笑

なんかそろそろﾃﾝﾌﾟﾚ変えたいなぁって。

後で作れたら作りたいと思います。

でも今、ﾊﾏってる韓国ﾄﾞﾗﾏも見たいしなぁ。

ｸﾞﾘｰﾝﾛｰｽﾞってやつなんですけど

ｻｽﾍﾟﾝｽﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰなんですよ。

面白いですねぇ。

毎日やってるので見るのが大変なんですけど。

まだ１４話までしか見てなくて。

確か明日２２話で最終回だったと思います。

韓国の俳優さんってﾎﾝﾄ美男美女が多いですよね。

なんか見入ってしまいます。

あ。まだ「MR.BRAIN」全然見てないんですよ。

すっごい視聴率いいですよね。

なんかいつもCM見ながら面白そうだなぁと思ってるんですけど。

明日、編集がてら見たいと思います。



見たいものが溜まってるのでﾎﾞﾁﾎﾞﾁ消化していきたいと思ってます。

特に佐藤健くんの回が見たいんですけど。

あ。あとﾄﾞﾛｯﾌﾟのDVDが発売になるので

それも欲しいなぁと思ってます。

水嶋ヒロくんの貴重な金ﾊﾟを拝みたいです。(-∧-；)ﾅﾓﾅﾓ

そう。それで昨日のﾌﾟﾚﾐｱﾑを録画し忘れまして。(;∀;)
翔くんだったのにー。

考えたら今月少ｸﾗ、全然録画してなくて

博貴がｹﾞｽﾄのやつも録画してないです。(;∀;)
見たかったぁー。｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡

で、今日ｺﾝﾋﾞﾆに行ったらﾎｰﾑﾚｽの人が居たんですよ。

別にそれはいいんですけど

その人の格好が···｡

黒のﾊﾟﾝｲﾁなんですよ。

しかもﾋﾞｷﾆﾀｲﾌﾟ。

たぶん３０代ぐらいだと思うんですけど

もっそい目のやり場に困ったわけです。

お店の人とか何も言わないのかなぁ···｡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.06.23 Tue 大倉忠義ヽ(´ー｀)ノﾏﾝｾｰ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ変えたった。

ｲﾒｰｼﾞはｸﾞﾘｰﾝです♡

ただﾁｬﾝｶﾗｰです♡

ﾑﾊ。

あ。やっかし夏っぽくすれば良かったかなぁ。

まぁ、それは梅雨が明けてからでもいいか。

で、今日の宿題くんもめっちゃ面白かった。

もう翔ﾁｬﾏの絵が最高。

さすが画伯

あたしも人のこと言えないけどね。

でも翔ﾁｬﾏってすごいｷﾞｬｯﾌﾟの持ち主だよね。

あたしはそんな翔ﾁｬﾏが好きです♡

相葉ﾗﾝﾄﾞもやけど者続出。(笑
やっぱ日ﾃﾚって面白いなぁ。

なんかﾘｰﾀﾞｰのｶﾝｶﾞﾙｰが卑猥で。(笑
めっちゃ笑った。

相変わらず相葉ﾁｬﾝは可愛いし。

うっきゃんきゃん(ﾉ∀｀)
そういや、ちょっとだけZERO見たら翔ﾁｬﾏの髪型が···｡

前の方がいいよーぅ。

何に向けてのｲﾒﾁｪﾝですか

早く伸びないかなぁ。

で、さっき宿題くんが始まる前に腕立てをしてたんですね。

２０回で限界です。(;∀;)
腕がﾌﾟﾙﾌﾟﾙしちゃって。

あたし、ﾎﾝﾄに握力もないし、腕の力も全然ないし、

とにかくﾍﾀﾚなのね。



中学の時はﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部で結構体力もあったんだけど

やっぱ運動しないと全然ﾀﾞﾒね

持久力とかも全然なくて。

なんかまた休日にﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝやりたいなぁって思ってるんだけど。

職場で休みの日にﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝやってる人がいて。

ちょっといいなぁって思ったんだけど。

なんかそういや、ただﾁｬﾝも体力ないよね。

なんかﾗｲﾌﾞとかでよくﾊﾞﾃてる姿見るけど。

それさえも愛しいとゆーか

もうただﾁｬﾝの存在が罪。(笑
すべてにおいて愛しく感じるもん♡

何してても可愛いし、ｶｯｺｲｲ。

あたし、男の人のﾀﾊﾞｺ吸う姿が好きで。

だから１度でいいからただﾁｬﾝのﾀﾊﾞｺ吸ってる姿が見たいんだよなぁ。

あたしは全然ﾀﾊﾞｺ吸わないんだけど。(笑

あれ ヨコはﾀﾊﾞｺやめたんだっけ

あと男の人が車の運転してる姿も好き♡

特にﾊﾞｯｸさせてる姿がもうﾀﾊﾞｲ。

ただﾁｬﾝのその２つを見れたら死んでもいいです。(ｳｿです。

あぁぁぁぁぁぁあ。

ただﾁｬﾝの の助手席に座った日にゃー、

もう、もう。すべてにおいて垂れ流しですよ。

でも今１番見たいのはただﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾑ叩く姿です♡

これは何度見ても死にそうになる。

きゅん死ですけど何か

あたし、基本ﾄﾞﾗﾏｰ体質なんで。

ﾎﾝﾄ無類のﾄﾞﾗﾏｰ好きなんです♡

自分もﾄﾞﾗﾏｰだしね。

最近全然やってないけど。(;∀;)

ただﾁｬﾝのﾊﾟﾜﾌﾙなﾄﾞﾗﾐﾝｸﾞは最高にｶｯｺｲｲよね

そうそう、だから牧野くんとかﾖﾃﾞｨｰとかも好きなのね。

もう病気でしょ

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
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2009.06.26 Fri 誕生日おめでとう。

大倉担まひるですけどもー。

昨日はﾊﾟｿを立ち上げる気分になれず

ぼーっと過ごしました。

今日は足の関節が痛くてﾊﾟｿの前に座るのも

やっとです。(;∀;)
なのにﾌﾞﾛｸﾞ書くあたしって···｡(笑

明日も仕事です。

その代わり明後日がお休みです。

店長の出張があるからなんですけど。

でもこれで「MR.BRAIN」がﾘｱで見れます♡

結局まだ全然編集してなくて。

なんか火曜日はほぼ１日寝てました。

今日はあたしの元担くんの誕生日です。

確か２７歳になったと思います。

すみません。曖昧で。

誕生日おめでとう。

あたしの中では２０歳の彼が永遠なんですよね。

今頃結婚してるんだろうなぁと思います。

なんかちょっと嫉妬しますね。(笑
やっぱり事務所をやめてしまった人なので

心残りですよね。

今も事務所に居たらあたしは忠義とどっちを選んでるんでしょう。

あたしの中でMAOは永遠と思ってました。

だからHくんがやめた時はﾎﾝﾄにｼｮｯｸでした。

今でもそのことを引きずってるのは確かです。

疲れてるので短いですけどおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2009.06.26 Fri 顔から痩せるﾀｲﾌﾟ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾏｲｹﾙ・ｼﾞｬｸｿﾝさんが亡くなりましたね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞにも多大な影響を与えた方なので

とても残念に思います。

ご冥福をお祈り申し上げます。

どうも最近朝起きていられないんですよねぇ。(;∀;)
仕事の時はなんとか頑張れるのですが

遅番の時とか休みの時とか朝、目が覚めるんですけど

起きていられないんですよね。

すぐ眠くなっちゃって２度寝ですよ。

なんか時間もったいないなぁと思って。

はぅ。考えたら今日仕事行ったから明日の休みは土曜日なわけで。

便利なんだか不便なんだか。

そう。明日長野のﾁｹｯﾄ配送日ですよね。

ﾄﾞｷﾄﾞｷです

でも今回ばかりは天井席でいいです。

自分のﾃﾞﾌﾞり具合をｴｲﾄﾒﾝに見られたくないからです。(笑
(↑いや、笑い事じゃなくて。

もううちわも置いていこうかと思うぐらいです。

いや、ﾎﾝﾄに。

ｦﾀ誌も買いに行きたいしなぁ。

なんかﾎﾟｹｰっとしてたら結構長野公演が近づいてて

何も準備してねぇー

夏休み宣言はしたものの、

ちゃんと店長に休みの確認してないし

しかも食事制限してるんだけど



頬はこけても体重変わらないし。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

頬はこけてるけどﾒﾀﾎﾞって

悲しい現実。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.06.27 Sat ｺﾒﾚｽ。

大倉担まひるですけどもー。

久々に早起き出来たのでｺﾒﾚｽをやろうと思います。

ﾎﾝﾄに遅くなってしまってすみません。(;∀;)
亀ﾚｽなのにいつもｺﾒﾝﾄくださってﾎﾝﾄに

有難く思います。

こんなあたしですがこれからもよろしくお願いします。

ｺﾒﾚｽ

関ｼﾞｬﾆ大好きさん

まどかさん（＠忠義）

すたぁさん

なぎささん

ゆいさん（＠忠義）

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

ひかり（＠すばる）

ranaさん

けーたん（＠忠義・信五）

みおり（＠忠義）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

SUN★SMILEﾁｬﾝ（＠忠義）

ゆーさん

なつさん

りぃさん（＠忠義）

Mariさん

小春ﾁｬﾝ（＠俊哉）

さちさん（＠忠義）

名無しさん

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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関ｼﾞｬﾆ大好きさん

ﾎﾝﾄ亀ﾚｽですみません。(;∀;)
J-ROCKのDVDﾎﾝﾄに発売してくれるのか

不安になってきましたね。(;∀;)
やっぱり特にﾌﾗﾌﾗのﾗｲﾌﾞは見たいので

DVD化して欲しいですよね。

こちらこそこれからも仲良くしてくださいね。

まどかさん（＠忠義）

亀ﾚｽですみません。(;∀;)
そうなんですよね。

東方神起のｱﾙﾊﾞﾑなぜか初回盤が届いたんですよ。

不思議です。

ﾎﾟﾎﾟﾛ１２月号を見たら大倉くんが

彼女が出来たらの設定で

もっそいﾃﾞﾚﾃﾞﾚだったので

すっごい可愛いなぁと思いまして。

彼女になった人が羨ましいですよね。

あ。仕事は遅番だと帰りは２２時頃に

なっちゃうんですよねぇ。(;∀;)
そうですか???
もっそい駄文なのに面白いと言っていただき

嬉しいです。

毎日楽しみにしてくださってるんですね。

有難いです。

これからも頑張っていきます。

よろしくお願いします。

そういえば最近過呼吸ほとんど起こさないんですよ。

忘れた頃にやってくるんですけど。(笑

すたぁさん

すたぁさんは熊本に行かれたんですねぇ。

熊本って会場狭いんですか???



いつか行ってみたいですね。

熊本は楽しめましたか???
理くん、ｶｯｺｲｲですよね???
最初の頃は全然そんな風に思ってなかったんですけど

最近ｶｯｺｲｲことに気づきました。

映画、楽しみですね。

あ。熊本、席良かったんですか???
激しく裏山です。

なぎささん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

お友達大歓迎ですよー♡

ぜひぜひ仲良くしてください。

ゆいさん（＠忠義）

ゆいさんも長野行かれるんですね。

会えるようなら会いたいですね。

ゆいさんは長野全ｽﾃですか???
あたしは日曜日の１部です。

車で行くので会えるとしたら１部終ってからになっちゃうんですけど

いいですか???
そうですねぇ。

年々、ﾁｹｯﾄが取りづらくなってる気がします。

それだけｴｲﾄが人気が出てきたんだと思います。

嬉しくもあり、複雑な心境ですね。

やっかしですか???(笑
ｦﾀ誌買うの減りますよね???
なんか全部買ってたら破産します。(;∀;)
オオクマﾁｬﾝの服、次は何がいいかなぁって

考えてます。(笑

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

お久しぶりです♡



ごんﾁｬﾝはﾗｲﾌﾞ、どこに行きますか???
あたしは長野なんですけど

今日、ﾁｹｯﾄ配送日なのでﾄﾞｷﾄﾞｷです。

ﾁｹｯﾄ代っていつ振り込んでも一緒なのに

早く振り込んだ方がほっとするよね???(笑
今回のｱﾙﾊﾞﾑすごくいいよね。

ごんﾁｬﾝはﾕﾆｯﾄ曲だったらどれが好きですか???
あたしはKicyuです。(笑

ひかり（＠すばる）

亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝねぇ。（汗

そうなんだよねぇ。

家族でもそっとしておいて欲しい時って

あるし、

あたしは１人の自由になる時間がないと

すぐｽﾄﾚｽ溜めちゃうから。

そう、あたしもすごく人付き合いが不器用で。

それで相手を傷つけてしまうこともあるし、

なかなかうまくはいかないよね???
うん。それでも自分らしくありたいと思う。

ヒロくんの結婚はあたしも最初すごく衝撃が大きかったんだけど

最近はヒロくんの幸せ願ってます。

まぁ、割り切れてない部分もあるんだけど。(笑

ranaさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝなさい。

以前からﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってるんですね。

ありがとうございます。

ぜひぜひこちらこそ仲良くしてください。

けーたん（＠忠義・信五）

ﾎﾝﾄに水嶋ヒロくんが結婚したのには驚きました。



絢香さんとお付き合いしてるのは知ってたのですが

まさかこんなに早く結婚するとは思ってなかったので。

でも幸せな家庭を築いて欲しいと思います。

ﾎﾝﾄ、花より団子だよね。（笑

みおり（＠忠義）

なんか大倉くんが結婚したらと思うと

ﾄﾞｷﾄﾞｷで眠れません。（←爆睡

でもやっぱりいつかはするわけで。

３０代ぐらいになってたら諦めもつくかもしれないけど。(笑
ﾌﾞﾛｸﾞ、お疲れ様でした。

また再開する時は教えてくださいね。

ありがとう。

憧れの存在なんて言われると照れくさいのですが

嬉しいです。

ｴｲﾄｺﾝでみおりに会えるの楽しみにしてるね。

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

学生の時の１歳差って大きいと思う。

社会人になっちゃうとあんまり感じないんだけど。

雨だと外出するのめんどくさくなるよね???
あたし特にくせ毛だし。

シゲの舞台どうだった???
なんかｷｽｼｰﾝが何度かあるって聞いたんだけど。

あたし、そんなの生で見たら倒れそう。(笑
忠義のｿﾛはリアルだよね???
あたし、自分がﾀﾊﾞｺ吸わないから

なんか余計にｼｮｯｸ。

SUN★SMILEﾁｬﾝ（＠忠義）

広島、落選だったのかぁ。

その後もﾁｹｯﾄ見つからなかったの???
あたしは相方名義で長野が当たりました。

しかも今日がﾁｹｯﾄ配送日。



ﾄﾞｷﾄﾞｷです。

長野、楽しんできます♡

ゆーさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

亀ﾚｽですみません。

あたしもずっと考えていたんですけど

やっぱりﾀﾊﾞｺを吸ってたのは彼女の方だと思います。

そうですよね。

人それぞれの見解があると思うので

自由だと思います。

ﾌﾞﾛｸﾞいつも見てくださってるそうで。

ありがとうございます。

これからもよろしくお願いします。

なつさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

亀ﾚｽですみません。

そうですよね。

あたしもあれからずっと考えていたんですけど

やっぱりﾀﾊﾞｺを吸ってたのは彼女の方だと思います。

人それぞれの解釈があってもいいですよね???
あたしもﾍﾞｯﾄﾞのｼｰﾂ、白にしようかなぁ。(笑

りぃさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

亀ﾚｽですみません。

あたしもずっと考えていたのですが

やっぱりﾀﾊﾞｺを吸ってたのは彼女の方だと思います。

そうですよね。

人それぞれの解釈があってもいいと思います。



初ｼﾞｬﾆが大倉くんって意外ですね。

きっかけは何だったんですか???
ありがとうございます。

これからも頑張って更新します。

Mariさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

亀ﾚｽでｺﾞﾒﾝなさい。

いつもﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってありがとうございます。

えぇ???
娘さんがいらっしゃるんですか???
しかも娘さんは歯科医を目指してるんですか???
ぜひあたしの歯を治していただきたいです。(切実

ﾄﾞｰﾑｺﾝ行かれたんですか???
激裏山ｼｽです。

やっぱりﾄﾞｰﾑって特別ですよね。

小春ﾁｬﾝ（＠俊哉）

小春ﾁｬﾝの純粋な気持ちがすごく伝わってきて

ちょっと寂しいけどやっぱり頑張って欲しいなぁって

気持ちの方が大きいです。

あたしのﾌﾞﾛｸﾞがきっかけと言ってもらえてすごく嬉しいです。

あたしもその言葉に恥じないように

これからも頑張っていけたらなって思います。

ありがとう。

ﾊﾞｯｸ担って大変だけどその分楽しい部分も

たくさんあって。

だから小春ﾁｬﾝも楽しんじゃってください。

って言われなくてもﾌﾞﾛｸﾞ読んでると

すごい楽しさが伝わってきます。(笑
ｴｲﾄｺﾝ、もしくはどこかでいつか小春ﾁｬﾝに会えたらいいなって

思ってます。

これからもよろしくお願いします。



さちさん（＠忠義）

ﾄﾞｰﾑｺﾝ楽しめたみたいで良かった♡

お母様も楽しめたようですか???
うちのﾏﾏﾝは嵐ｺﾝに行きたいようです。(;∀;)
そうだよね???
大倉くんの歌詞はやっぱり彼女の方だよね???
何度読んでもそうゆう解釈しか出てこないんだもん。

名無しさん

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

東方神起のﾊﾟﾝﾌ、送料無料で買えるんですか???
お財布と検討したいと思います。

情報ありがとうございます。



2009.06.27 Sat 人の命の重さ。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽをやりました。

ﾎﾝﾄに亀ﾚｽになってしまってｺﾞﾒﾝなさい。

なかなか休日に早く起きることが出来ずに

ｺﾒﾚｽが遅れました

ﾎﾝﾄにすみません。

昨日から今日早く起きてｺﾒﾚｽやろうって

思ってたんで順調に出来てよかったです。

火曜日、水曜日が らしく、

に行けないので

今日行こうとゆー計画もあったんですけど

あんまり短いｽﾀﾝｽで 行くと薬がもらえなくなると

聞いたので木曜日でいいかぁと。

そこまで薬あるし。

午後から仕事なので午前中に終らせないとならないけど。

今日も暑くなりそうですね。

あたし、すぐ鼻の頭に汗をかくので

化粧がﾊｹﾞﾊｹﾞになってしまうのが難点です。

だから暑い日は職場の方が涼しくて に居るより

快適です♡

幸い、冷え性でもなければｸｰﾗｰ病にもならないので。

むしろうつ病さえなければﾊﾞﾘﾊﾞﾘの健康体で。(笑
今年の春は毎年恒例の胃腸炎もおこさなかったし。

あれはﾎﾝﾄにつらい。

食べ物が消化出来なくて胃にごっそり食べ物が溜まってて

寝ても起きてもいられないぐらいしんどい。

吐くし、下すし。

でも職場では病弱って呼ばれてます



それは女の子の日が非常にしんどいからです。

最近は絶好調なのになぁ。

昨日、仕事だったから仕事人の最終回が見れず。(;∀;)
最終回ぐらい録画すればよかったなぁ。

なんか最後の最後まで源太ﾁｬﾝが死んだこと受け入れられなかったし。

どんだけ〜

でも聖はｶｯｺｲｲと思った。(笑
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ﾐｰﾊｰでつか

そう。それで昨日、「ｽﾏｲﾙ」の最終回だったじゃないですか

あてくし、もう諦めてました。(;∀;)
なのに。なのに。

まつずーん。(ノД`)

いやぁ、人間諦めるものじゃないね。（←何様。

なんか今更ですが源太ﾁｬﾝの死も含め、

人の命の重さを痛感しました。

でも裁判員制度ってこえぇ。

そして人の偏見、差別ってこえぇ。

当たり前に日本人に生まれて日本で育ち、

普通の家庭で当たり前のように暮らし、

まったく差別や偏見とは関係なく育ったあたしは

ﾎﾝﾄに幸せなんだなぁって思いました。

でもうちの近所ってﾌｨﾘﾋﾟﾝ人妻多いけど

全然普通にお暮らしのようです。

その子供。所謂ﾊｰﾌの子も近所の小学校に通ってるけど

至って普通です。

まぁ、ビトのようなｹｰｽばかりではないと。

そう思いたいです。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.06.27 Sat 下の下の下の下。

大倉担まひるですけどもー。

お風呂から出てきて１７時頃、職場から あって

「今日、めちゃめちゃ暇 」って聞かれたので

「めちゃめちゃ暇ですよ。」って言ったら

「ちょっとだけ店見ててくれる 」って。

それで２時間だけお店に行ってとりあえず「MR.BRAIN」には

間に合いました。

仲間ゆきえ、すげぇなぁって。

多重人格者を演じたんだけどなんかあれだけ演じ分けられると

ﾎﾝﾄにすごいなぁって。

なんか改めて仲間ゆきえさんとゆう女優さんが好きになりました。

で、ｦﾀ誌を買いに行ったんだけど

帰ってきたら買い忘れた雑誌があって

もうめんどっちくなって後日にすることにしました。

で、溜まってたDVDを見ようと思って

水嶋ヒロくんのｽﾀｲﾙﾌﾞｯｸについてるDVDを見てたんだけど

暑すぎてそれ以上見る気にはなれなかった。(;∀;)
でもそのDVDはもっそい良かったよ♡

やっぱｶｯｺｲｲなぁと思って。

萌え♡っとしちょりました。

で、ﾊﾞﾆﾗ気分で斗真たそを見たんだけど

あまりの運動神経のよさに感激。

つーかVS嵐見たの初めてだったんですけども。

そしてまつずんと松本じゅんさんが共演です。

めっちゃ面白かった。

翔ﾁｬﾏの下の下の下の下が最高。

で、Can!ｼﾞｬﾆを見たんですよ。

なんかｶﾂｶﾂで高尾山ﾛｹ見たから

ちょっとｶﾞｯｶﾘ。

でも丸ﾁｬﾝと亮ﾁｬﾝのいちゃつき具合が可愛くて



良かった。

最後のただﾁｬﾝの丸ﾁｬﾝへのﾀﾞﾒだしがめっちゃ面白かった。

なんか最近ｴｲﾄ関連の番組見てなかったから

忠義がそうゆう突っ込みすることにちょっと驚き。

いやぁ、忠義面白くなったなぁとなんか妙に感動。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.06.28 Sun 大分お疲れ様でした。

大倉担まひるですけどもー。

もう今日、すっごい眠くて

帰ったら即効寝てやろうと思ったにも関わらず

まだ寝てませんけど何か

しかもﾌﾞﾛｸﾞ書く気ですけど何か

そうそう。昨日、空（＠章大）から長野のﾁｹが届いたとゆーﾒｰﾙが

きまして後ろの方だったのでｼﾒｼﾒと思ってたら

もしかしたらそこがｽﾀﾝﾄﾞ１列目かもしれないとゆー噂を聞き、

ｴｲﾄﾒﾝにどすこいを晒すのかと思ったら

愕然としました。

もうﾎﾝﾄに無理です。

ｽﾀ１列目じゃありませんよーに。(-∧-；)ﾅﾓﾅﾓ。
きっと全国のeighterの中でそんな心配してるのは

あたしだけかと。(笑
誰か今すぐ痩せれる方法を教えてください。(切実

もうﾏﾏﾝが豆腐食べてるの見てあたしも長野まで豆腐食べて

生きていこうかと思いました。

最近はﾊﾞﾅﾅ、蕎麦、ご飯って感じです。

あ。大分、お疲れ様でした。

すっかり忘れてました。(;∀;)
だって仕事してたんですもん。(;∀;)
昨日は完璧、天然ですね。（笑

どすこいの上に天然ですか

うーん。ご飯を豆腐にしようかなぁ。

でもきもーちｼﾞｰﾝｽﾞがﾊﾟﾂﾝﾊﾟﾂﾝじゃなくなりました。(笑
はい。すみません。

昨日までﾊﾟﾂﾝﾊﾟﾂﾝでした。(;∀;)
あまりにもおﾃﾞﾌﾞすぎてｼﾞｰﾝｽﾞのﾌｧｽﾅｰが自動で下がる始末。

あたしはただﾁｬﾝのように早替えをするわけでもないので

下にｽﾊﾟｯﾂなんて履いてないですもん。



赤っ恥ですよ。

で。Kicyuが覚えられないんですけどぉー

もう神様、仏様、空様だけが頼みの綱だったんですけど

空も忙しくて振りが覚えられないご様子。(;∀;)
でもこれ覚えられないとだいぶ残念な思いをすると聞き、

長野までにはなんとか·······なったらいいなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.06.29 Mon ﾊﾞﾅﾅ、蕎麦、ｶﾂｻﾝﾄﾞ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は午前中に 行って

午後から仕事に行きました。

３時間ぐらいしか寝てなかったからもっそい眠かった。

しかも起きてすぐ牛乳飲んだら でもっそいお腹痛くてﾄｲﾚに駆け込んだ。(笑
いやぁ、朝一で牛乳とか飲むものじゃないね。(笑

そうそう、先週だったかな

ﾌﾚﾊﾟに東方神起が出てたんだよね。

出ることは知ってたんだけどまだ先だと思って

全く録画忘れたんですけどぉー

なんか凹んだなぁ

で、今日はしゃべくり007に佐藤健くんが出ててﾃﾝｼｮﾝ上がりまくり

やっぱり可愛い♡

まだ２０歳なんだよなぁ。

あたくし、もう２５歳ですけど何か

なんか最近すごく年齢が気になるようになって。

それってｦﾊﾞになった証拠だよね

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
やばい。今年で２６歳だもん。(;∀;)

確実に三十路目前ですけど何か

なんかきっと３０になっても誰が可愛いとか

誰がｶｯｺｲｲとか言ってるんだろうなぁ。(笑
そして更に痛いとこも変わらないだろうなぁ。(笑

そう。今日、職場で差し入れもらって。

ｶﾂｻﾝﾄﾞだったんだけど持って帰ってきて

食べるかもっそい悩んだのね。

一応ﾀﾞｲｴｯﾄ中だし。



でも誘惑に負けた。(;∀;)
そこのｶﾂｻﾝﾄﾞがすっごく美味しいんですよ。

まぁ、最近ろくな食事してないので

すっかり胃がもたれてますけど何か

でもやっぱり美味しいもの食べるとか好きなもの食べるとか

ﾎﾝﾄ幸せだよね。

最近食事制限をしてるのでｶﾞｯﾂﾘ食べれなくて

非常に残念なんですが。

でも少しは痩せなきゃﾔﾊﾞｲ。

長野までには無理かもだけど

次ﾗｲﾌﾞに行く時までにはなんとかしたい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.06.30 Tue もうすぐ長野だってゆーのに。

大倉担まひるですけどもー。

午前中に起きて用事済ませて帰ってきて

DVD見ようかと思ったんだけど

眠すぎて。(;∀;)
床に座ってて後ろにあるﾍﾞｯﾄﾞの角に頭ぶつけそうになるし。

で、結局お昼寝敢行。

しかも寝ても寝てもすっごい眠いの。

今やっと意識がしっかりしてきた。

なんなんでしょうね。

この眠さは。

でも最近どんなに遅く寝ても朝８時には目が覚める。

だから３時間しか寝てない日とかここ２〜３日あったから

それで疲れが出たのかも。

早番の日は７時には起きてたから２時間しか寝てなかったり。

で、昨日買ってずっと聴いてます♡

（↑新垣結衣ﾁｬﾝのｾｶﾝﾄﾞｱﾙﾊﾞﾑ。

すっごく透明感のある声で好きなんだよなぁ。

明日から７月なのに全然長野の準備してねぇー

なんか曲も全然集中して聴いてないからあんまり覚えてないし。（←



それなのに新垣結衣ﾁｬﾝのｱﾙﾊﾞﾑ聴いてるし。

洋服もまだ曖昧だし。

一応ﾋﾟﾝｸのﾎﾟﾛｼｬﾂを買ったんだけど

ﾎﾞﾄﾑ、全然決めてないし。

靴もそれで結局黄色のﾊﾟﾝﾌﾟｽがﾀﾞﾒになったし。

こんなんでﾎﾝﾄに長野に行けるのでしょうか

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!!♡

もうすぐｴｲﾄﾒﾝに会える

約１年ぶりだもんねぇ。

なんかでもあまりにも久々すぎて実感がわかなくて。

だから準備が滞ってるんでしょうね。

もうﾎﾝﾄ、まひるたそ、寝てる場合じゃなくってよ。

今からHDD空けます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

ｺﾒﾚｽは只今停滞中です。

おっせぇんだよ。ｺﾉﾔﾛｰとお思いかと思いますが

しばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁ共にすごく励みになります。

泣いて喜びますのでお気軽にしていただけると

嬉しいです♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.07.01 Wed I&#9825;ﾋﾞﾄ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日はMWも見ずに爆睡です

そんなわけでﾅｲﾅｲの番組に出てた玉木宏さんを見れるわけもなくー。

やっぱりW録出来るやつ買えば良かったぁー。(;∀;)

あたしにしては珍しくない

佐藤健くんも見てなければ玉木宏さんも見てないって。

それほど眠かったんです。

昼間も寝てたくせに。

しかも夢までﾊﾞｯﾁﾘ見た。

松潤ってゆーかﾋﾞﾄの夢。

あたしのお得意な好きなﾀﾚﾝﾄさんが同級生ってゆー設定。

で、卒業だからって友達にｹｰ番もしくはｱﾄﾞﾚｽを聞くんですよ。

その中にはﾎﾝﾄに中学の時の同級生もいたし、

ﾋﾞﾄとか山下智久様とか大倉忠義様とかもいたわけで。

で、友達がビトのことを好きで

ｱﾄﾞﾚｽを交換したいって言うんですよ。

で、誰かﾋﾞﾄ知らない って聞いたら

女の子とﾌｧﾐﾚｽに居たって。

それで友達が泣いちゃって諦めて帰ろうとしたんです。

そしたらもう１人の友達がビトが校庭でﾊﾞｽｹしてたって走ってきたわけで。

で、行ったらﾎﾝﾄにビトが居て。

で、無事にｱﾄﾞﾚｽ交換も出来て一緒に写ﾒまで撮ったってゆー

結構ﾘｱﾙな夢で。

いやぁ、ﾋﾞﾄｽﾏｲﾙ良かったなぁ♡

あたしまで胸がｷｭｰﾝ♡としたもん。

で、なんで松潤じゃなくてﾋﾞﾄだったんでしょう。

あたしが飲んでる薬の中に妄想とか幻覚とか起こすものが入ってるんですけど

それでこうゆうﾘｱﾙなはっきりした夢を見るんでしょうかねぇ。

そんなわけで起きたらﾋﾞﾄに恋してました♡(笑

お前がかよ って感じですまみせん。



眠いので寝ます

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

ただいま多忙につきｺﾒﾚｽ停滞中です。

すまみせん。

BUTｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁはとても励みになるので

お気軽にくださると嬉しいです♡
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2009.07.03 Fri 事務所担。

大倉担まひるですけどもー。

１回書いたら消えやがりました。(;∀;)
ｲﾗっとしてふて寝しようかと思ったんだけど

結局明日になったら書きたいこと忘れてる気がして

書くことにしました。

いやぁ、今日の嵐ちゃん面白かった♡

昨日の今日なのでまつずんに胸ｷｭﾝ♡です。

もうあたしは思ったね。

５人の中で１人にﾎﾝﾄ絞れない。

昔だったら櫻井推しの相葉担

でも今日は松本推しの相葉担気分で見てました

もうﾎﾝﾄまつずんの彼女に作って欲しい料理。

「朝食。」
(*´д｀*)ﾊｧﾊｧ。

それは前日込みですよね

まつもっさん。

何もかもがｴﾛいです。

でもね、ﾎﾝﾄあたしの中に今まで松本潤とゆーｶﾃｺﾞﾘｰは

なかったんですよ。

あたしどっちかって言ったら控え目なお顔が好きなので。(笑
（↑まひるﾏﾏ談。

だからまつずんのような積極的なお顔はｴﾝﾄﾘｰされてなかったんです。

でもなんかやっぱりｽﾃﾁ♡って思った。

あたし的にはauのCMの嵐が特に好きなんだけど。

あ。それで氷水の中にすべりこんだ時の

相葉ﾁｬﾝのﾘｱｸｼｮﾝの早さにめっちゃ笑いました。



なんかちょっとﾃﾝﾊﾟりながらしゃべる相葉さんが大好きです♡

それで後半はお芝居のｺｰﾅｰ。

今日は泣きのお芝居でした。

最初、なかなかうまくいかず

でも翔ﾁｬﾏの泣きの早さにはびっくりです。

で、あたし的に意外だったのが相葉ﾁｬﾝのお芝居。

あたし考えたら相葉ﾁｬﾝのお芝居ってほとんど見たことないんだよねぇ。

なんかもう１０年ぐらい前で止まってるから

「ｯﾎﾟｲ！」とか

ｷﾞｶﾞﾝﾄﾅﾂｶｼｽ。

あの頃が相葉担のﾋﾟｰｸだったけど

でも最近またちょっとﾋﾟｰｸを迎えつつあります。

なんか涙をとらえるためにｶﾒﾗでｱｯﾌﾟを撮ってるんだけど

にのの色の白さがｦﾀｸ度満載でよかった♡

お芝居的にはあたしは相葉ﾁｬﾝが１番好きでした。

まつもっさんの肌荒れがちょっと気になりました。(;∀;)

でもﾎﾝﾄにすごいよね

あぁやって嵐全員が１分以内の泣きの芝居が出来るんだもん。

やっぱり嵐ってすごいんだなぁって思いました。

あたし、相葉担の時にﾃﾞﾋﾞｭｰが決まって

「嵐って!!!!!」

ってちょっと思ったんだけどなんか存在が大きくなってくると

名前なんて後からついてくるもんなんだなぁって思いました。

あ。それで嵐さん、１１月にﾃﾞｨｽﾞﾆｰ·ｼｰでﾌﾟﾚﾐｱﾑｲﾍﾞﾝﾄやるそうで。

まだ詳細はわかんないけど招待制なのかな



で、HEY３の再放送を見まして。

V6が出てるやつでそれもめっちゃ面白かった。

なんか岡田きゅんが常に浜ﾁｬﾝの近くにいてﾎﾞﾃﾞｨﾀｯﾁをされてるとゆーお話。

なんかほほえましかったです。

で、歌が始まる時にﾅﾚｰｼｮﾝで平均年齢３２歳って言ってて

改めて驚きました。

そうよね

健つんが昨日で３０歳で最年少の岡田きゅんが２８歳だもんねぇ。

でもV6は基本的に若いですよね

実年齢より全然若く見える。

さすがｼﾞｬﾆｰｽﾞ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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ｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

只今多忙中につきｺﾒﾚｽ停滞中です。

すまみせん。

BUTｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁはとても励みになるので

お気軽にくださると嬉しいです♡
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2009.07.03 Fri 聖と忠義。

大倉担まひるですけどもー。

今日も夕方まで爆睡です。

途中何度か目は覚めるんだけど

眠すぎて ﾁｪｯｸも出来ない。

そのぐらい眠いのです。(;∀;)

そうそう、Webの聖の連載は見てたので

忠義のことを書いてくれててすごく嬉しかったの。

連載始まった頃に書いてくれるかなぁ とか思ったんだけど

やっぱりお互い複雑な心境だったんだなぁって。

なんかそれはなんとなく感じてた。

でも聖と話す機会が出来てよかったなぁって

思いました。

それで今日、忠義のﾚﾝｼﾞｬｰの方見たら聖のことが

書いてあって今まで触れずにきた言葉も見れて

良かったなぁって思いました。

忠義が打ち上げに呼んでいただけたことも

すごく嬉しかったし。

改めまして仕事人に携わったみなさん、

お疲れ様でした。

そしてありがとうございました。

なんかやっとすっきりした気持ちで

仕事人のDVDが見れそうです。

で、丸ﾁｬﾝのﾚﾝｼﾞｬｰ見て泣きました。

ｻﾗっと書いてたけどいろいろ複雑な思いがあったんだろうなぁって。

あたしも小学生の時に同じｸﾗｽで仲良かった男の子が

交通事故で亡くなったのね。

あたしすごくｼｮｯｸで２〜３日眠れなかったのね。

子供ながらに。



でも大人になった今でも時々思い出すの。

もう１０年以上も前のことだけど。

でも忘れちゃいけないんだって思う。

もうご家族でどこかへ引っ越されて

丸ﾁｬﾝみたいに会いに行くこともできないけど

でも忘れちゃいけないって思う。

あたしの心の中で生き続けてるんだなぁって思います。

つーかあたしのﾊﾟｿのﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾚｲﾔｰがNEWSの恋のABOをちゃんと読み込んで

くれなくて入れるとﾀｲﾄﾙがHappy Birthdayなんですけど

２曲目が何だと思います

「加加加油」

あたしに対するあてつけですか

確かにあたしの体は加加加油ですけど何か

ﾊﾟｿｺﾝにまでﾊﾞｶにされてるとこが腹立たしいです。ﾅﾒﾝﾅ(╬☉д⊙)=○))*д*)ｶﾞﾊｯ 

やっべ。ﾀﾓｽﾃの時間だ。

今日は嵐に東方神起に土屋ｱﾝﾅﾁｬﾝが出るから必見です♡

しかも今日、ｴｳﾞｧあるしなぁ。

録画体制ﾊﾞｯﾁﾘです

じゃ、また〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif
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こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

只今多忙中につきｺﾒﾚｽ停滞中です。

すみません。

BUT、ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁはとても励みになるので

２４時間大歓迎です♡
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2009.07.05 Sun 最近ｱﾗｼｺﾞﾄが多いですが何か???

大倉担まひるですけどもー。

今日、仕事してて全然力が入らなくて

これは最近ご飯ちゃんと食べてないからだと思い、

ｶﾞｯﾂﾘ食べたところ、更に調子悪くなりー。

はい。単に疲れてただけでした。(;∀;)

そういや、４日は仁ﾁｬﾝとまっすーの誕生日でしたね。

２５歳おめでとう。

２３歳おめでとう。

なんか２人共事務所に入った当初から見てるから

もうそんな年齢なんだなぁって。

意外。

なんかね、あたしが仁担だった時って

とにかくいろんな噂があって（今もあるだろうけど

あたしもまだ子供だったからいちいち噂に翻弄されてて

結構嫉妬の毎日で苦しかったの。

そんなあたしが大倉担になって

仁ﾁｬﾝが篠原涼子さんとのﾁｯｽｼｰﾝを向かえて

全然嫉妬してなかった。(笑
むしろ萌え♡ってなってた。

それは今は忠義とゆー新たな支えがあるからでしょうね。

それと相手が篠原涼子さんだったから嫉妬もしなかったってのは

言えると思う。

相手が仁ﾁｬﾝと同世代、もしくは年下だったら絶対

嫉妬してるなぁ。(笑
あたしはこれからも仁ﾁｬﾝを応援していくと思う。

で、今日は相方空（＠章大）と小栗ｱﾝのお芝居のうまさについて

語りました。

とても花男で「まーきの♡」って言ってた人と



ｽﾏｲﾙで「ﾋﾞｰﾄﾁｬﾝ♡」って言ってた人が同じ人に思えないって話で。

なんであんな使い分けが出来るんだろう。

全国の花沢類推しの方はあの「まーきの♡」に

確実にやられてたはず。

もう最近林さん恐怖症で。

同じ松潤と小栗ｱﾝなのに花男とｽﾏｲﾙでの立場とお芝居の違い。

怖いです。

小栗ｱﾝに関しては別人ですよ。

すごいなぁって思いました。

そうそう、嵐のﾍﾞｽﾄ、通常盤でいいかぁとか思ってたんですけど

やっかし初回が欲しくなって探してるんですけど

ないんですよねぇ。(;∀;)
あぁ。もっと早く考えればよかった。

もうﾎﾝﾄ元相葉担のあたしが言うのも何なんですが

今のこの嵐人気、誰が予測したことでしょう。

まさかこんなに人気出るとは思ってもなかった。

と思ってこの間、相葉ﾁｬﾝの写真を見てたんですけど

すごく懐かしかったです。

あたしはこうゆう相葉ﾁｬﾝが好きだったんだなぁって。

今の相葉ﾁｬﾝも大好きですけどね。

z86ie-1-4284.jpg

（↑見える???

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.07.06 Mon もうすぐ夏休み&#9825;

大倉担まひるですけどもー。

昨日、ｲﾗっとするｺﾒﾝﾄがあったので

削除させていただきました。

「ﾌﾞﾛｸﾞのﾀｲﾄﾙを変えてください。」というものだったんですけど

あたしは４年以上もこのﾌﾞﾛｸﾞ名でやってきてるし、

どうしてあたしがﾌﾞﾛｸﾞのﾀｲﾄﾙを変えなくちゃいけないんでしょう。

ﾀｲﾄﾙをﾏﾈされたことはありますけど

ﾏﾈしたことはありません。

しかも名無しｺﾒﾝﾄ。

何か原因があるのなら

お名前と理由を書いてｺﾒﾝﾄいただきたいです。

と関係ない方はいきなりの始まりで

ﾎﾝﾄすみません。

やったぁ。

明日は何もないお休みだぁ。

しかも水曜日、木曜日と仕事に行ったら

夏休みです。

まだ夏になってないのに。(笑
そして日曜日はいよいよ長野公演です♡

金曜日になったらﾈｲﾙ頑張るのだ。

ﾋﾟﾝｸと黒の２色でｷﾒたいと思ってます。

なんか普段仕事でﾈｲﾙが出来ないので

すっごい久々にﾈｲﾙやるんで楽しみです。

なんかﾎﾝﾄﾈｲﾙと髪型（色）が自由のお仕事がしたいです。(;∀;)
あたしの仕事上、全然自由なお店もたくさんあるんですよ。

でもあたしのお店はすごく厳しくて

ﾈｲﾙもﾀﾞﾒ、髪の色も黒、もしくは地味な茶髪までしかﾀﾞﾒで

あたしはｷﾝﾊﾟにしたいのに。(笑



ちなみに今は真っ黒のｼｮｰﾄです。

まぁ、ｶｯﾊﾟﾁｬﾝは脱したのですが。(笑
なんか夏休みになるとおしゃれを楽しめるので

ｳﾊｳﾊです♡

休み中にｺﾒﾚｽもやりますねーん♡

ちなみに夏休みは長野以外特に予定はございません。(笑
まぁ、ちょっと買い物とか行くぐらいかなぁ。

ﾊﾞｰｹﾞﾝとか行きたいんだけど。

あたし、基本的に買い物は１人派なんです。

雑貨とかは友達と行くけど洋服とかは１人で。

なんかその方がゆっくりﾜｶﾞﾏﾏにみれるから。

でもあたしすっごい決めるの早くて。(笑
なんか最初のｲﾝﾊﾟｸﾄで決めちゃいます。

ｳﾊ♡

昨日のMﾗﾊﾞ、良かったですよね。

なんか最近毎日が嵐DAYです。

あぁ。でもこの間のCan!ｼﾞｬﾆﾛｹが確か忠義とヒナﾁｬﾝだったような。

それよりMWとｴｳﾞｧをﾀﾞﾋﾞしないとならないので

ﾃﾞｰﾌﾞｲﾃﾞｰを買ってこないと。

なんかやることいっぱい。

ｦﾀ誌も買ってこないとって感じだし。

明日発売だっけ???
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

なんかそういえば最近毎日空（＠章大）とﾒｰﾙしてます。

あたしはまだ仕事が残ってるから夏休み気分ってわけにも

いかないんですがお互い長野が近くてﾃﾝｿﾝ上がってるみたいです。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.07.07 Tue 情熱。

大倉担まひるですけどもー。

今日は七夕ですね。

あいにく曇ってるんですけど。

なんかこの時期は梅雨なのでここ数年

こんな天気のようです。

あたしも大倉忠義とゆー彦星ｻﾏに会いたいです♡

相変わらず長野が近いとゆー実感はなくー。

毎日淡々と生きてます。(;∀;)
今日も午前中に用事済ませて

午後は爆睡。

べつに眠いわけじゃないんです。

暑くて何もする気にならない夏の苦手なまひるたそです。

しかも今日もこれ書いたら寝ようかと思ってますけど何か???

あ。今日、ｦﾀ誌買ってない。(;∀;)
まぁ、いいやー。

とりあえず長野行くまではあんまりお金使いたくないし。

でも今日、ｱﾏｿﾞﾝで画像処理ｿﾌﾄの本を買いました。(;∀;)
なんかそうゆうのはﾎﾝﾄ好きなんです。

まだまだ画像処理が出来ない部分結構あるんで

ｿﾌﾄは３つ使ってるんですけど

そのうちの１冊しか本持ってなくて

あとの２つがあんまり生かされてなかったので

これで少しは出来る女になれるかと。(笑

なんか今日は久々にﾏﾏﾝとご飯食べて

ﾏﾏﾝの愚痴を聞いてました。

なんか実は２週間ぐらい前にﾏﾏﾝが離婚したいと

言い出しまして。

それは結構よくあることなんですが



やっぱりそのたびに心配で夜も眠れなくなるんです。

ぶっちゃけﾊﾟﾊﾟﾝは家族を大切にするﾀｲﾌﾟではないので

もっそいあたしとも気まずいんですね。

だからﾏﾏﾝがいるから家族が成り立ってるけど

ﾏﾏﾝがいなくなったら家族崩壊なんですよ。

だからそうならないためにﾏﾏﾝを宥めるしかなくて。

あたし普段仕事の帰りが遅いのでなかなかﾏﾏﾝとご飯食べる機会とか

なくて。

うちも会社を経営してるので

すごく忠義ﾊﾟﾊﾟと自分のﾊﾟﾊﾟﾝを比べてしまうんですけど

うちのﾊﾟﾊﾟﾝにも忠義ﾊﾟﾊﾟほどの情熱が欲しいなぁと

思います。

あたし、ﾎﾝﾄ忠義ﾊﾟﾊﾟを尊敬してるので。

仕事に対する情熱と家族を思う気持ちがﾊﾝﾊﾟないので

すごいなぁって思います。

なんか常に前向きですもんね。

苦労されたこともたくさんあると思います。

でもだからこそ今の成功があるわけで。

山梨にもとりき出来ないかなぁと密かに思ってます。

お酒も飲めないのにひっそりこっそり通いますが何か???
そのぐらいとりきが大好きなのです。

安くて美味しくて大好きです。

そしてとりきに行ったことのある人なら絶対感動したと思うんですけど

忠義ﾊﾟﾊﾟの理念ですよね。

ﾎﾝﾄに尊敬してます。

じゃ、寝ます。

眠れなかったらまた書きます。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

ﾎﾝﾄに有難く思ってます。

今週末から夏休みなのでそれまでｺﾒﾚｽお待ち

いただけると幸いです。

すみません。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁはﾎﾝﾄに励みになりますので

お気軽にしていただけると嬉しいです♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.07.08 Wed 森くみさんかとｵﾓﾀ。（涙

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、おっつ

仕事終って即効帰ってきた♡

明日１日頑張ったら夏休みだもん。もん。もん。(ﾉ∀｀)

昨日なんてﾎﾝﾄ知らない間に寝てた。

朝起きたらﾜﾝｾｸﾞがつきっぱなしだった。(笑

どんだけ寝るんですか

なので今朝は５時ぐらいから起きています。

あ。そうそう、昨日ね、夜中すっごいお腹痛くて

死ぬかと思った

ちなみに原因はわかってます。

牛乳の飲みすぎです。(笑
それで横向いても仰向けになっても痛すぎて

あんなにお腹痛くなったのは胃腸炎以来だ。

で、ﾄｲﾚに４回ぐらい行ってそのまま爆睡したらすぃ。

いやぁ、牛乳ごときにやられるとは。

まひるたそ、不覚です

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
お腹がﾎﾟﾆｮなんですけどどうしましょ。

ゆんﾁｬﾝ（＠忠義）の報告によればまた大倉忠義さんもお太りになられてる模様。(笑

そんな忠義さんが愛しくて仕方が無いんですけど何か

そんな人のこと笑ってる余裕も全く持ってありません。

あたしが関取級だからです。(笑

忠義のﾌﾟﾁ ﾁｬﾝなんて可愛いものです。

あたしなんてどすこいですから。



工エエェェ(´д｀)ェェエエ工

もうこの間、柔らか素材のﾜﾝﾋﾟを着たら

ﾔﾊﾞかった。(;∀;)

Σ(´Д｀lll)←>>1

どこの部屋の関取かとｵﾓﾀよ。

しかもあたし、すっごい肩幅が広いんですね。

だから胸元のｽｸｴｱｶｯﾄのﾜﾝﾋﾟとか着るともっそいﾔﾊﾞいんです。(;∀;)
２度と着るまいと思いました。(;∀;)

森くみさんかとｵﾓﾀ

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

なんか気の早い空さん（＠章大）が日曜日何時にすりゅ

とゆーのでとりまえず朝８時半に福原邸集合にしました。

集合っつーかお迎えじゃんって話ですけどもー。

あぁ。きっと前日眠れなくて寝不足ﾊﾟﾀｰﾝですな。

だってだって。

ただﾁｬﾝに会えるんですもん。もん。もん。(ﾉ∀｀)

あぁ。明日の食わず嫌い、山久なんだって。

録画したいけどHDDいっぱいになっちゃいそうで。

どうーしましょ。報知器つけてー。（違

そういや、職場でMくんがﾎｯﾄﾍﾟｯﾊﾟｰのご陽気な歌を歌ってたんですが

あたし、そのCM、１度も見たことないんですけどぉー。

なんで。なんで。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁ、いつもありがとうございます。

とても有難く拝見させていただいてます。

ｺﾒﾚｽは夏休み中にやりますのでしばしお待ちを。

すみません。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
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2009.07.09 Thu 櫻井くんの松嶋呼びが好きです。

大倉担まひるですけどもー。

今日も嵐ちゃんを満喫。

なんかﾀﾞﾒ嵐の時の相葉ﾁｬﾝの必死さがｳｹた。

よっぽど前回つらかったんだなぁと思って。（笑

にのに学習してると何度も言われつつ。

でも最後の質問のまつずんの答えには

あたしもドン引きよ。

まつずんってそんな人だったの???
"?（*�＿☉*）
あたしはやっぱり相葉ﾁｬﾝがｽﾁ♡

ﾏﾈｷﾝの方もあたしはあいびゃﾁｬﾝかなぁ。

でもｾｯﾄｱｯﾌﾟじゃない方がいいです。(;∀;)
あたしは結局相葉ﾁｬﾝ贔屓なのね。

元相葉担だしね。

でもあたし、相葉担って知ってて友達になった人は

たくさんいるけど

友達になったら相葉担でしたみたいなことが

１度もなくて。

まぁ、どうでもいいだろって話ですけども。

起きてたらまた書きます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

有難く拝見させていただいてます。

ｺﾒﾚｽは夏休みにさせていただきますので

しばしお待ちを。

お気軽にｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいただけると

嬉しいです♡

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.07.10 Fri ﾋﾁｮﾙ、誕生日おめでとう。

大倉担まひるですけどもー。

夏休み初日。

１５時半まで爆睡。

それからTV誌を買いにｺﾝﾋﾞﾆへ。

ついでにお蕎麦も買って

遅めのお昼ご飯。

で。で。

今日はﾋﾁｮﾙの２６歳の誕生日なんですねぇ♡

ﾋﾁｮﾙ、２６歳おめでとう。

最近、ﾋﾁｮﾙから少しだけ遠のいているあたしがいます。

でも好きって気持ちに変わりはないよ。

去年見せてくれた笑顔を今でも忘れてないよ。

好きで居させてくれてありがとう。

今、少しでもﾋﾁｮﾙの笑顔が見れるのが嬉しくて。

今年はﾋﾁｮﾙに会えないけど

でも来年に期待して頑張るね。

ﾋﾁｮﾙの元にたくさんの天使が舞い降りますように。

なんだかんだ言ってﾋﾁｮﾙを好きになって３年が経つんだなぁって



改めて実感します。

あっという間だったなぁなんて思います。

なんか言葉もわからないままよくここまできたなぁとも

思います。

うん。でも去年会えた時に見せてくれた笑顔だけで

頑張れる。

大好き♡

JUGEMテーマ：韓流♪

http://jugem.jp/theme/c80/1999/


2009.07.10 Fri くっちゃらハピハピ。

大倉担まひるですけどもー。

なんか結局IE６から８にした。

８にするとあたしのﾊﾟｿから見ると♡が(ﾊｰﾄ）に見えないってゆーね。

だからｲﾔなんだけどゆーちゅーぶが６だと使えなくなるみたいで。

それで結局８にしたってゆーｵﾁね。

そう。それでさっきまでKicyuの振りの練習をしてたんだけど

元々振り覚えの悪いあたし。

ちょっとしか覚えられなかった。(;∀;)
また後で練習します。

とりあえず練習に飽きたんです。(;∀;)
歌いながらだから無駄に喉渇くし。

こんな時に隣に振り覚えのいい空（＠章大）が居たら

教えてもらうのに。(ノД`)

あ。そうそう、この間、中学の時の後輩と電話してたのね。

男の子なんだけど。

そしたら無駄にあたしの友達の顔覚えてるのよ。

で、この間、誰々に会いましたよ。ってゆー報告が２件程。

２人共あたしは連絡取ってないし、

結婚してるんですかねぇ???って聞かれたんだけど

(´ー｀)ﾁﾗﾈｰﾖ。
その会った時に本人に聞いてくれっつーの。

だいたい、後輩のちみと連絡取ってることも奇跡だっつーの。

まぁ、彼は元ﾔﾝなんだけど出てくる友達の名前も元ﾔﾝばっか。(笑
いやぁ、あたしもだけど。 (ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!
笑っておけ。(笑
なんかだってあたしの周りもﾔﾝﾁｰばっかりだったから

あたしは普通の男の子と付き合ってたんだけど

彼氏に「怖い。」って言われたもん。← (´□｀#)─グサッ



そんなの(´ー｀)ﾁﾗﾈｰﾖ。
それなのに別れたにも関わらずあたしに付き合って

某有名進学校に行ってなぜかそこでﾃﾞﾋﾞｭｰしてしまった

元彼が非常に残念でならない。

そのﾀｲﾐﾝｸﾞでですか???って思ったもん。

うーん。あたし的に人生の１番ｶﾞｯｶﾘだった瞬間かも。(´· ·`)ｼｮﾎﾞｰﾝ
あたしは高校入学をきっかけにﾔﾝとは卒業しまして。(笑
すっかりひねくれたいい子に育ちまして。(笑
それで現在に至るんですけども。

ひねくれ具合健在でして。

そしてﾔﾝﾁｰもののﾄﾞﾗﾏ、映画が非常に好きな女子に仕上がって

おりますゆ。（笑

つーか夕飯もお蕎麦でした。

そのわりに全然痩せないんですけど。(;∀;)
あぁぁぁぁぁぁあ。

もう明後日なのにー。

全然痩せてねぇー。(;∀;)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.07.11 Sat とりあえずﾊﾟｯｸ。

大倉担まひるですけどもー。

今朝５時ぐらいまで眠れなくて

しんどかった。(;∀;)
で、１３時に起きて爪のやすりを買いに行ってきた。

前のがﾎﾞﾛﾎﾞﾛだったから新しくしたー♥

そしてさっき昼ごはんを食べたんだけど

今日はもう何も食べないことに決めた。

明日、お腹ﾎﾟｯｺﾘ出ちゃうからね。

でもそういえばお腹痛かったのが火曜日で

それから大の方が出てないんですけどぉー。

もう４日ですよ。

あたしのお腹ﾎﾟｯｺﾘの原因はここにもあった。(;∀;)
うーん。牛乳飲んでおく???

それにしても眠いなぁ。

しかも曜日感覚全くなくなってきた。

やっぱり土曜日に仕事に行かないと狂うなぁ。

で、お風呂入ってきてﾊﾟｯｸしてﾈｲﾙをﾋﾟﾝｸと黒でやったんだけど

全然似合わなくて結局赤に近いﾋﾟﾝｸを塗った。

ｵﾚﾝｼﾞも塗ったんだけど服がﾋﾟﾝｸだからﾋﾟﾝｸの方が

いいかなぁと思って。

でも赤とｵﾚﾝｼﾞとﾋﾟﾝｸでどんだけ持ってるんだよってぐらい

持ってて何か他の色も欲しいなぁと思って。

また来月になったら買い物行こうー♥

あたしいつもﾋﾞﾋﾞｯﾄな色、一色塗りだから

ﾌﾚﾝﾁﾈｲﾙとかやったことないし。

夏休み中に練習しようかなぁ。



そうそう、ﾊﾟｿの調子が悪くて。

IE8にしたら文字の入力ｽﾋﾟｰﾄﾞが遅くなって

しかもなぜか接続がﾀﾞｲﾔﾙｱｯﾌﾟになって

自動で接続されなくなっちゃったんですけど。

うーん。長野から帰ってきたら直そう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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2009.07.12 Sun 諏訪湖。

D1010243.jpg

諏訪湖まで来ました。



2009.07.12 Sun 長野公演１部行ってきました。

大倉担まひるですけどもー。

さっき長野から帰ってきました。

今日の１部に入ったんですけど

やっぱ久々のｴｲﾄは最高でした♥

無事にKicyuの振りも出来たし。（笑

もうKicyuの時のヨコの衣装が可愛くてたまらない。

ちなみに席はﾊﾞｯｸｽﾃから見て左側の端っこ。

でも前は１列しかないし、後ろに列ないし、

そこはﾓｰﾏﾝﾀｲ。

いつものヒナﾁｬﾝ、丸ﾁｬﾝ席です。(笑
ﾎﾝﾄにあたし達ってヒナﾁｬﾝ、丸ﾁｬﾝ席がお決まりｺｰｽなのよね。

で、ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰのｽｰﾂで出てくる時、

忠義がもっそい近かったのね。（ｽﾏﾇ。曲は忘れた

で、空（＠章大）にあの衣装かっこよくない???
って言ったらもれなく「それはたつよしだけだよ。」って

言われましたけども。

ヨコに至っては寸足らずのﾊﾟﾝﾂだったと空が気にしていた模様。

忠義の髪は椿くんよりちょっと短い感じで

茶髪でｻﾗｻﾗでした。

もうあたしずっと空に「忠義の髪、ｻﾗｻﾗじゃない???」って

言ってたもん。

あたし、どうやらｻﾗｻﾗの髪に弱いようです。

ものっそいそれがかっこよくてﾔﾊﾞかったです♥

でもｽﾀﾝﾄﾞにﾄﾛｯｺがなくて残念でした。

でもﾘﾌﾀｰが近くてヒナﾁｬﾝが２回ぐらいﾘﾌﾀｰで上がってきたんだけど

そうすると調度目線が同じぐらいになってｳﾊｳﾊでした。

そして噂通り、ﾌﾞﾘｭﾚがﾊﾝﾊﾟなくｶｯｺｲｲ。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ﾚﾝｼﾞｬｰも面白かったし。

めっちゃ楽しい時間を過ごせました。



（↑帰りに見た空です。

(↑ｸﾞｯｽﾞ一同です。

そう、それで朝、ｺﾝﾋﾞﾆでご飯買って車で行ったんだけど

結局車の中で食べたのがﾌﾞ○ﾄｰだけでしたらばとかおにぎりとか食べてなくて

長野についたらそんなに暑くなかったんで

車の中にしたらばとおにぎりを残して行ったら

終って出てきたら茹で上がってた。（ﾁｰﾝ

あたしのしたらばがー!!!!!

で、あたし的に１番ｶﾞｯｶﾘだったのはPUZZLEｺﾝの銀ﾃｰﾌﾟがｹﾞﾄれなかったことです。(;∀;)
あたし的に１番嬉しかったのは最後の最後で空たむが

章大からお手振りｹﾞﾄれたことです♥

楽しい時間をありがとう。

やっぱり関ｼﾞｬﾆ∞が大好きです♥

長野公演お疲れ様でした。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.07.13 Mon 大倉忠義をもっともっと好きで居たい。

大倉担まひるですけどもー。

ちょうど忠義のﾎﾟｽﾀｰ貼ってなかったので

今日買ったﾎﾟｽﾀｰを貼りました♥

だってもっそい男前だったんですもん。もん。もん。(ﾉ∀｀)
その前はﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞのﾎﾟｽﾀｰ貼ってたんだけど

仕事から帰ってきたら剥がれていたので

そのまま貼り直さなかったんです。

ｽﾏｿ。

で、今日は会場に１２時過ぎについてｸﾞｯｽﾞ買って

中に入って空（＠章大）がｺﾝﾀｸﾄはめてる間に

忠義のｸﾘｱﾌｧｲﾙ眺めて「ｶｯｺｲｲ〜♥」ってｱﾎのように言ってました。(笑
何を今更って感じですが。(笑
もうﾎﾝﾄただﾁｬﾝがかっこよすぎて見てるだけで

幸せ♥

でもあたしの中に忠義を好きで満足っていう言葉がないんです。

なんかいつももっともっとって要求しちゃうんだよね。

今日、終ってから空とご飯食べながら

あたしが今まで担降りしてきた理由は

応援してて満足いく応援が出来たって思うと

気持ちが他の人に向いてしまうみたいで

今までそうして担降りしてきたんだけど

忠義に限って自分の中で満足いく応援ってゆーか、

まだまだだなぁって思っちゃうんです。

だからもっともっと応援したいとか

もっともっと好きで居たいって思うんです。

しかもあたし的に今までの自担の中で１番ｶｯｺｲｲ♥(笑
もうこの時点で盲目ですけどね。（笑

なんか忠義のこともっと知りたい。

忠義のこともっともっと深く愛したいって思うんです。

ｱｲﾀﾀ発言すみません。



で、ﾁｰﾑﾁﾝﾋﾟﾗｰｽﾞの相方、佳奈とﾒｰﾙしてて

言われたんですけどあたしの担当の共通性ってｽﾗっとしてて

個性的な自分のﾀﾞﾝｽの世界を持ってる人って言われたんですよ。

そう言われてびっくりしました。

確かにそうだと思って。

びっくりしたけどでも言われて嬉しかったです♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

夏休み中にｺﾒﾚｽやる予定ですので

しばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁはとても励みになりますので

お気軽にくださると嬉しいです♥
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2009.07.13 Mon 腕ﾀﾞﾙﾀﾞﾙやーんか。

大倉担まひるですけどもー。

腕が筋肉痛なのに友達と電話してたら

もっそい左腕がﾋﾟｷﾋﾟｷで痛いです。(;∀;)
ちょっとﾊﾟｿやるのもしんどいぐらい。

で、ﾊﾟｿの設定直しました。

ちょこちょこｲｼﾞｲｼﾞして前にもﾀﾞｲﾔﾙｱｯﾌﾟになってたこと

あるんで簡単に直せました。

ﾅｲｽ。まひるたそ。

まぁ、後は文字入力の遅さなんですが

これは調子いい時と遅い時があって

それはたぶんIE8についていけてないだけだと思うので

仕方が無いなぁと。

古いﾊﾟｿｺﾝですし。

まだ全然使えるので新しいﾊﾟｿを買うのも

もったいないし。

このﾊﾟｿがﾎﾝﾄに新しいｿﾌﾄについていけなくなった時、

もしくは壊れた時が

買い時かなぁと思ってます。

結構今のﾊﾟｿ気に入ってるし。

なんか昨日のことがもうすでに数日前のことのように

感じます。

でも体の筋肉痛具合が昨日ﾗｲﾌﾞだったんだなぁって

感じさせます。(笑
で、あたし、ﾍﾟﾝﾗｲﾄ持ってる時は右手にﾍﾟﾝﾗ、左手にうちわ

なんですけど昨日、ほとんど忠義が近くに

こなかったのでうちわは下げっぱなしだったんですよ。

それなのにこの左腕の筋肉痛ぶりはなんなんでしょう。

左腕、まだﾋﾟｷﾋﾟｷですよ。



やっぱり電話がこたえてるんでしょうか。

ｦﾊﾞﾊﾞか???

久々に忠義のﾎﾟｽﾀｰを貼ったわけですけども

やっぱり部屋が幸せの空間になりますね♥

もう昨日からﾎﾟｽﾀｰ、ｶﾞﾝ見です。

なんかあたしはこの人のことﾎﾝﾄに好きなんだなぁって

すごく幸せな気持ちになります。

最近そうゆう気持ちが少し減っていたので

やっぱりｴｲﾄを見れること、忠義を見れることが

感動です。

あ。そういえば昨日、「My Last Train」の時、

忠義が近くに居たんでｶﾞﾝ見してたら

小さくﾄﾞﾗﾑのﾘｽﾞﾑを刻んでてもっそい可愛かったです♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.07.14 Tue 暑いのぉ〜。

大倉担まひるですけどもー。

今日は暑すぎて昼間ﾊﾟｿｺﾝに向かえなかった。

夜じゃなきゃ無理!!!!
しかもいつもの通院があるのにー。

今日は暑すぎて病院に行く気になれず。（ﾁｰﾝ

明日、休み最後だから病院行かなくちゃ。

あ。筋肉痛はもれなく治りました。

でも長野から帰ってきてﾒｲｸ落としたら

もっそいｸﾏが出来てましたけども。（笑

でも確か朝６時半に目覚ましかけて起きれなくて

結局朝７時半に起きたんだよね。（笑

空（＠章大）に１時間で仕度したの???って

びっくりされたけど。

あたし的にﾒｲｸは２０分あれば出来る。

でもこの日はある失敗を。（笑

ﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞ塗るの忘れた。(笑
で、それに途中で気づいて最初からやり直すか

もっそい悩んだけど時間なくて

結局諦めたんだけど

空にその話をしたら「ﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞ持ってきた???」って

聞かれて「いやいや、後塗りOKなんですか???」って

もっそいｱﾌｫな会話がされたことはいつものこと。

（↑天然２人組。

そういや、亮ﾁｬﾝは長野の次の日、ﾌﾚﾊﾟの収録だったとか。

おつかめ様です。

ﾎﾝﾄ、亮ﾁｬﾝはすごいなぁ。

にぃにはｸﾗﾝｸｱｯﾌﾟしたけど今はわんわんの撮影があるし、

２４時間TVもあるし。



しかもｴｲﾄはﾂｱｰ中だし。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ﾎﾝﾄ、いっぱいご飯食べて水分も取って

休める時は少しでも体休めて頑張って欲しいなぁって思います。

つーかﾌﾚﾊﾟの収録って１度でいいから行ってみたいんだよねぇ。

（↑そこかよ。

あ。佐藤隆太さん、結婚されましたねぇ。

寝起き１発目がそれでした。(笑
ちょっとｼｮｯｸ。

なんかどんどん好きな俳優さんが結婚してしまうので

やっぱりあたしは大倉忠義１本でいった方がいいのか???
とか迷います。(;∀;)
いや、それは無理だけど。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.07.15 Wed 優馬きゅん&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

とりあえず病院には行ってきた。

午前中に行ったのでそんなに暑くなる前で

汗だくにはならずに済んだ。

(´Д` )ｲｪｧｲｪｧｲｪｧｲｪｧｽｰﾝだ。

はい。はい。（挙手

すみません。

中山優馬くんに駄々ﾊﾏﾘなんですけども♥

うーん。でもCD買うお金がない。(;∀;)
今日、ﾃｺﾞﾏｽのCD買っちゃったんだもん。

しかもﾊﾞｯﾃﾘｰ見てなかったから

ﾏｼﾞﾏｼﾞと見るの今回のﾄﾞﾗﾏが初めてなんですけども。

全然１５歳に見えない落ち着きぶりが

なんとも言えない。

つーかあたしより１０ｺも下じゃん。(;∀;)
そりゃ、ｼﾞｬﾆｰさんｲﾁｵｼだよなぁ。

ｶｯｺｲｲもん♥

まぁ、あたしは大倉忠義さんで満たされてるから

いいんですけど。

（↑そこかよ。

ｦﾀ誌やっと買ってきたんで

今から見まーす♥

また後で〜。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.07.16 Thu まひるたそ、茹るの巻。

大倉担まひるですけどもー。

つーかあたしの部屋、外より暑いんですけどぉー。

あたしは今日、午前中汗だくで部屋にいたわけですよ。

それで仕事行こうと思って外出たらちょっと涼しいって感じて。

どんだけあたしの部屋は暑いんだよ。

いやぁ、やっぱ暑い日は職場で涼しく過ごした方がいいね。

幸いｸｰﾗｰ病とかないし。

やっぱりあたしは夏が嫌いです。(;∀;)

で、昨日、ｦﾀ誌を見てたらあたしの服が

山田涼介くんと駄々かぶりだったんですけど。

(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!
うーん。ｴｲﾄﾒﾝじゃなくて良かった。

そう。それでﾎﾟｽﾀｰがよく剥がれるので

ﾎﾟｽﾀｰ入れる額縁を買おうかもっそい悩むんですけど。

３０００円ぐらいするんだよねぇ。

でもそれなら剥がれないし、

どうしようかなぁ。

とりあえず今は給料日前なので何も買えないんですけど。(;∀;)

長野の時、お友達に会いたいなぁって思ってたんですけど

会えなくてﾎﾝﾄｺﾞﾒﾝなさい。

自分の太り具合が恥ずかしくて会う決意が出来ませんでした。(;∀;)
ってぐらいﾃﾞﾌﾞったんです。(;∀;)
ﾏｼﾞで。ﾏｼﾞで。

次のﾗｲﾌﾞまでにはなんとかしてお友達に会えるように

なりたいです。



また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.07.17 Fri ｦﾀｦﾀ。

大倉担まひるですけどもー。

名無しｺﾒﾝﾄはやめてください。

悪意のあるものとして削除させていただきます。

つーか昨日、夕方暑くてﾊﾟｿ触れなかったから

TV見てたんですね。

ｶﾞﾁﾊﾞｶの再放送を。

しかもﾃｺﾞﾏｽのｱﾙﾊﾞﾑを買った日に。

いやぁ、なんか良かった♥

ﾃｺﾞﾘﾝ、ｶｯｺｲｲし。

まっすーのちゃらい髪型も好きだし。

でもあたし、ｶﾞﾁﾊﾞｶは斉藤慶太くん目当てで見てたってゆーね。(笑
しかも途中で挫折しましたけど何か???
あたし、ﾃｺﾞﾘﾝのしゃべり方すごく好きなの♥

でもひとつ言ってもいいですか???
あたし、ﾃｺﾞﾏｽでCD出すまでまっすーとﾃｺﾞﾘﾝの歌ってる時の声の

区別がつかなかったの。(;∀;)
もっそい残念なあたしでｽﾏｿ。

そうそう。どうやら山梨でもｴｺ特番が放送されるようで。

なんか月曜日の昼間なんて絶対放送されないものだと

思ってた。

いやぁ、良かった。

でもどうせならただﾁｬﾝも参加させて欲しかった。

ヨコはｸｲｽﾞってたし、亮ﾁｬﾝはにぃにってたし、

すばるはJ-ROCKしてたし。

そしたらやっぱりただﾁｬﾝ、強制参加でしょ???
それはやっかしありえへんﾄﾘｵですか???
なんか最近全然ありえへんを見てないんですよ。

なのにTV東京のあの枠（ｴｲﾄ枠）で１番長い気がするのはあたしだけですか???



なんかそろそろｴｲﾄﾒﾝ揃っての番組に切り替えて欲しい。

昨日、ｶﾂｶﾂを見たんだけど

ﾚﾝｼﾞｬｰのﾛｹでなんかﾚﾝｼﾞｬｰ経験者のゆっちが勝ち誇った顔してて

もっそい笑った。

何かとはりせんぼんの春菜さんと組まされるじんじんにもｳｹ。

で、その後、鹿男の再放送＆死化粧師の再放送まで

起きていられず寝ましたけども。

つーかﾌﾞｻﾞｰﾋﾞｰﾄがｲﾏｲﾁ。

なんかそれはあいぶさきﾁｬﾝの役がもっそい性格悪いからですか???
それともきたがわけいこﾁｬﾝの役が嫌いだからですか???
なんか見ててｲﾗっとするのよ。

でも伊藤英明さんはｶｯｺｲｲです♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.07.17 Fri ｺﾒﾚｽ。

大倉担まひるですけどもー。

夏休みにｺﾒﾚｽをやる予定でしたが

なかなか時間が作れなくてすみませんでした。(;∀;)
今からやりますねー。

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

追記にｺﾒﾚｽ。

みおり（＠忠義）

Mariさん（＠忠義）

まどかさん（＠忠義）

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

明花さん

ゆんﾁｬﾝ（＠忠義）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

ナックさん

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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みおり（＠忠義）

あたしもみおりと忠義に逢いたい.jp
なんだかんだ言ってる間に長野も終り、

あたしの夏は終ったも同然です。(笑
あ。でも２４時間ﾃﾚﾋﾞがあるぅー。

なんか長野、たいした感想も書けなくてｺﾞﾒﾝね。

最近すっごい覚えが悪くて。

しかも１公演しか見てないから。

ﾎﾝﾄ今回の忠義もかっこよくてﾔﾊﾞかった。

次のﾂｱｰが楽しみだね。

うん。忠義がいる部屋って落ち着く。(笑
あたし、もっそいｶﾞﾝ見ですよ。

Mariさん（＠忠義）

あたしもMariさんに逢いたいです♥

ﾏｼﾞですか???
Can！ｼﾞｬﾆのBBSにちゃんとｶｷｺしてるなんてﾌｧﾝの鏡ですね。

あたしなんて番組を見ること自体怪しいですよ。

(↑この人最悪。

年なんて関係ないですよ。

あたしのｦﾀ友はお子さんもいる方たくさんいますし。

あたしの相方の空（＠章大）だって２歳の子供いるんですよー。

まどかさん（＠忠義）

まどかさんはどちらにお住まいですか???
あたしは山梨なんで長野が近いんですよ。

だからここ２年ぐらいは長野に行ってます。

ありがとうございます。

おかげで楽しい時間が過ごせました♥

http://jugem.jp/theme/c79/25/


DVD発売になるといいですよねぇ。

まどかさん、ﾃｽﾄ終わりました???
錦戸さんも頑張ってますもんね。

eighterとしてはやはり自分も頑張らないと

亮ﾁｬﾝに申し訳ないとゆーか。

そんな気持ちにさせられます。

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

ありがとう。

おかげで長野、楽しく過ごせたよー。

ごんﾁｬﾝは明日、明後日なのかな???
思いっきり楽しんできてね。

Kicyuの振り覚えた???
ゆーちゅーぶでｻﾋﾞの部分がｽﾛｰで

鏡写しになった映像があるからそれなら割と覚えやすいよ。

「Glorious」では亮ﾁｬﾝかすばるの映像が好き。

でも歌声は３人共好き♥

明花さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

「加油」って中国語で「頑張って」って意味なんですか???
なぜに中国語に変換されたんでしょうねぇ。

あたしはあたしのﾒﾀﾎﾞ体質に対する

あてつけかと思いました。（笑

教えてくださってありがとうございます。

ゆんﾁｬﾝ（＠忠義）

ｺﾒﾝﾄありがとうー♥

長野、おかげで楽しめました。

えぇ???
ﾏｼﾞで???
大倉さん、見るたびにお太りになられてるんですか???
あたしはもっそい久々に見たし、



あんまり近くにこなかったからそこまでﾁｪｯｸできなかったよー。(;∀;)
髪がｻﾗｻﾗで短くてｶｯｺｲｲってのはわかったけど。(笑
さすがゆんﾁｬﾝだねぇ。

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

そうそう。柔らか素材のﾜﾝﾋﾟとかﾁｭﾆｯｸ着ると

もっそい妊婦さんみたくなるよねぇ。

もうそれがｲﾔでｲﾔで。(笑
痩せます。

おぉー。DAIGOに逢えるんだ???
なんかわかる。ｼﾞｬﾆ以外のｱｰﾃｨｽﾄさんに逢える気持ちって。

あたしも去年そうだったから。

楽しんできてねー♥

ナックさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうですよねぇ。

やっぱ好きな俳優さんやﾀﾚﾝﾄさんが結婚されると

ｼｮｯｸですよねぇ。

でも佐藤隆太さんはすっごいいい家庭を築きそうですよね。

幸せになってもらいたいなぁって思います。



2009.07.18 Sat 隊長不良。ヤンキーですか？

こんばんわんつー。

大倉担まひるですけどもー。

今日はせっかくの休みなのに朝から吐き気と下痢に

やられて夕方までトイレにこもってました。(ノД`)

で、頑張ってコメレスはやったんだけど

また夜からお腹痛くなってパソには向かえそうにないので

携帯からパチポチしてます。

明日から石川ですね。

行かれる方は楽しんできてくださいねー。

ゆんチャン車の運転気をつけてね。>>もっそい私信

なんかこうしてツアーも終わりが近いんだなぁって

改めて実感しております。

で、話は変わるのですが今日は、ハリポタを見てました。

今回のやつは見たことなかったのでドキドキ。

最近映画とか全然見てなくてやぶぁいなぁと。

ちなみになぜかあたしはロンが好きです。(笑)

そして異常に倉安コンビが大好きです。

うぅ。お腹痛いのでこの辺で。



ほなおつー。



2009.07.18 Sat 虚弱体質。

こんばんわんつー。

大倉担まひるですけどもー。

昨日ブログ更新してからまたお腹が痛くなって

吐き気と下痢にやられてました。

結局眠れずトイレで過ごし朝一で病院行ってきました。

点滴と薬でだいぶ楽になり水分も取れるように。

でもまだ食事は出来ず。なんとか明日は仕事に行けそうです。



2009.07.21 Tue 今更聞けない話。

大倉担まひるですけどもー。

やっと腹痛から生還しました。

ご心配おかけしました。

ﾒｰﾙくださったり、ｺﾒﾝﾄいただいたり、

ありがとうございました。

ﾏｼﾞ、日曜日なんてもっそい体調悪くて

立ってるのもやっとって感じだったのね。

ご飯も全然食べてないから力でないし。

そしたらお客さんに「やる気あんの???最低だよ」って

言われてこっちはそれ所じゃないんだっつーの。

体調悪くて休みたくても休めない理由があって我慢して

来てるんだから知るか。

普段のあたしはもっそい愛想いいんだって。

糞野郎め。

あぁ。接客業ってこうゆう時嫌い。

で、昨日の夜からご飯食べれるようになったんだけど

実に３日ぶりの食事。

すっごい前日からｶﾚｰが食べたくて

ｶﾚｰ食べたいなぁってぼやいていたの。

そしたら昨日がｶﾚｰで。

でも病院でｶﾚｰは食べちゃいけないって言われてて。

もっそいｶﾞｯｶﾘｰｽﾞなまひるたそ。

早く美味しいもの食べたいなぁ。

石川お疲れ様でした。

あたしのくたばってる間に終っちゃいましたね。(;∀;)
しかもさ、あたしの職場ってﾎﾝﾄｲﾗっとさせるんだけど

どんなに瀕死でも代わりが見つからないと

休みがもらえないの。



２分置きにﾄｲﾚに駆け込んでるあたしに

出てこいってゆーの。

さすがにこれにはｲﾗっとして

絶対無理です!!!!って言ったけど。

だいたい瀕死のあたしが代わり探す電話をしなくちゃならないってどーよ。

店長なんて店長机にふんぞり返ってﾀﾊﾞｺ吸ってるくせに。

つーか土日OKですってﾊﾞｲﾄに入ってきたくせに

土日出れねぇってどうゆうことだよ。

ﾁﾈﾊﾞｲｲ。

何のために採用したかわかりゃしない。

と不満ﾀﾗﾀﾗなわけでして。

さてさて話変えますか???
先週はﾌﾞｻﾞｰﾋﾞｰﾄがいまいちって言ったんですけど

昨日少し見て面白いかもって感じました。

でも来週の予告見てあいぶさきﾁｬﾝの考えてることが

わからなくなりました。

山久には不満ﾀﾗﾀﾗじゃなかったんですか???
なのに結婚しようか???って何ですのん???
むしろきたがわけいこﾁｬﾝの方が清々しい。

女ってわからねぇー。

あたしが山久に結婚しようって言われたら２つ返事でOKしますけどねぇ。

うーん。それは直輝でも。

だって家族思いだし、彼女にも優しいし、

幸せになれると思うんだけど。

え???ただくらはって???
山久とただくらかぁ。

悩むなぁ。

やっぱし、ここは大倉忠義さんでお願いします。

ただﾁｬﾝの方がちょっと抜けてて可愛いかなぁと思って。

（↑そこかよ。

お間抜けさんに弱いあてくし。



そうそう。そのお間抜けさんなんですが

あたし呼び方が定着してないの。

今まで自担でそんなことってなかったのね。

そんなの当然なんだけど。

でもﾌﾞﾛｸﾞでは忠義とかただﾁｬﾝとか書いてるし、

本人に向かって呼ぶ時はたっちょん。

でも空（＠章大）と話す時、空は「たつよし」って呼ぶし、

忠義がﾒｲﾝなんだけどなんかそれもしっくりこなくて。

みなさんは友達と話す時、大倉くんのことを何で呼んでますか???
良かったら教えてください。

お昼寝しまーす♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.07.21 Tue 恋する乙女。

大倉担まひるですけどもー。

なんか特に書くこともないんだけどね。(笑
何も消化してないし、お昼寝してたし。

日曜日のぷれみあむもまだ見てないしね。

そんなわけで昨日のｴｺ番組ももちろんまだだし。

なんかそれどころじゃないんだって。

ﾏﾏﾝがﾊﾟﾊﾟﾝに離婚届差し出したのよ。

ぶっちゃけﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝが離婚したら会社はつぶれるし、

今の家、出てかないとならないし、

弟も別の会社に働きに出なくちゃならないし、

しかもあたしも弟もあんまりﾊﾟﾊﾟﾝと仲良くはないのね。

だから完全な家庭崩壊です。

そんなわけであたしの胃の痛い理由の１つでした。

なんかこうゆうのあると結婚っていいやって思っちゃう。

めんどくさいって思っちゃうんだよね。

こんなことになるなら高校卒業して専門行くって決めた時

東京に残ればよかった。

今更一人暮らし出きる程部屋がｺﾝﾊﾟｸﾄになってないし。（笑

２部屋使ってやっとって感じ。

あぁ。あたしこれからどうしよう。

暗い話はやめにして。

ｼﾞｬﾆ勉の北海道ﾛｹの回をDVDにﾀﾞﾋﾞしてくださる方

いらっしゃったらﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

よろしくお願いします。

おいおい。

暗い話の後はお願いかい!!!!!



なんかﾗｲﾌﾞに行くとすっごい楽しいし、

幸せなんだけど、

しばらくして落ち着くと

あぁ。やっぱり遠い存在の人なんだなぁってことを実感します。

ｽﾃｰｼﾞの上に立ってる人と見てる人じゃ、

こんなにも差があるんだなぁって。

すごく近くにきてくれても大勢の中の一人でしかないし、

すごく切なくなります。

それはあたしが普段ﾘｱﾙ忠義を夢、見すぎですか???(笑
乙女か???
うーん。これが案外乙女なんですよねぇ。

笑っちゃうことに。

特に忠義のことになると俄然乙女です♥

好き過ぎて♥（笑

（↑病気。

ハル＞＞ｺﾒﾝﾄありがとう。すごく嬉しかったよ。

ﾌﾞﾛｸﾞまた教えてね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833


いつも感謝しています。

ｺﾒﾚｽは只今多忙につき停滞中です。

すみません。

BUTｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁはとても励みになるので

２４時間お待ちしてます♥

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.07.23 Thu 大人になったなぁ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日はふて寝をしてましてﾌﾞﾛｸﾞｻﾎﾞりました。(;∀;)
もう全然ﾌﾞﾛｸﾞ書くﾃﾝｼｮﾝじゃなくて。

今日はだいぶﾏｼなんですけど。

なんか帰ってきてｲﾛﾓﾈｱの亮ﾁｬﾝ見てﾃﾝｿﾝ上がった。(笑
いやぁ、明日からわんわん始まりますね。

今期で１番楽しみにしてるﾄﾞﾗﾏです♥

もう毎日HDDが足りなくて毎日編集してます。(;∀;)
今日もとりあえず寝る前に編集します。

消化もかねて。

テゴマスのうたを最近は聴いてるんだけど

四季彩がすっごい好きなの♥

なんかあたし、こうゆう和的な感じすごく好きで。

しかも何気ﾃｺﾞﾘﾝが好きなあてくし。

でも歌ってる時よりお芝居してる時の

ﾃｺﾞﾘﾝが好きなの。

なんかすごくいろんなﾃｺﾞﾘﾝが見れるでしょ???
ﾎﾝﾄ役者として見てもすごいなぁって。

あたしの好きなｷｬﾗはしゃばけの一太郎なんだけど。

あれすっごい良くない???
あの喋り方が好き♥

そうそう、あたし、ｦﾀ誌読む時、ｴｲﾄは全員読むんだけど

NEWSは時々しか読んでないの。(;∀;)
だから普通に亮ﾁｬﾝとかｽﾙｰしちゃってて。

でもまだ今月号、忠義しか読んでないんだよねー。(;∀;)
しかも部屋がTV誌の山。



明日片づけなくちゃ。

で、ｦﾀ誌熟読せねば。

もう読んでﾓﾀﾞﾓﾀﾞしたい。

でも先月も今月もただﾁｬﾝのもじゃもじゃ頭は如何なものかと。

あの髪型の頃、全然忠義がTV出てる姿見てないから

先月見てもじゃ倉だぁー(;∀;)
と全然萌えっとせず。

来月号は微妙だなぁ。

うまくいったらｽﾄﾚｰﾄなんだけど。

まだﾊﾟﾝﾌも読んでないし。

でも中身は見た♥

みんなもっそいｶｯｺｲｲ♥

なんか最近のﾊﾟﾝﾌって２０００円なのにﾊﾟﾘっとしてるよね???
すっごい豪華。

なんか久々にﾎﾟｽﾀｰ開いたし。(笑
ﾎﾟｽﾀｰのただﾁｬﾝが痩せてるのか細身のｼﾞｬｹがよく似合う。

いや、これは写真技術???
なんかひたすらｶﾞﾝ見だもんなぁ。

なんかしかも前まで貼ってたﾎﾟｽﾀｰがﾄﾞﾘﾎﾞｽﾞのやつだから

忠義がもっそい若いわけ。

なんか大人っぽくなったなぁってゆーか

大人になったなぁって思うもん。

あぅあぅ。

やっぱり大倉忠義さんはｽﾃﾁです♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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智子さん＞＞

ありがとうございます。

明日ﾒｰﾙします♥

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.with2.net/link.php?820833
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.07.24 Fri 山下智久と大倉忠義&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚ変えた。

携帯の方も。（携帯のﾔﾂ可愛くない???
なんかﾃﾝﾌﾟﾚ、夏っぽくない???
一応爽やかになるよう作ったんだけど。

そうそう、そんなことやってたらｲｯﾁｰのﾄﾞﾗﾏ見れなかった。(;∀;)
TVは着いてたんだけど。

で、ﾚｺﾒﾝは完璧忘れてた。(;∀;)
横上の夫婦はもっそい大好きなんだけど

どうも嵐ちゃんを見ることに集中しちゃうんだよね。(;∀;)
いやぁ、今日もﾅｲｽな相葉ﾁｬﾝが見れて幸せだったよ。

あたしのネ申ですから。

（↑お前はeighterだろ???

そうそう、さっきﾁﾗっとｦﾀ誌の山久のﾍﾟｰｼﾞ見たのね。

で、同期は???の質問に野田くんの名前があって

その下に大倉も同世代って書いてあって

大倉とはたまに同じ店で行き会うって書いてあったんですけども!!!!!
それはどこのお店ですか???
山久とただﾁｬﾝと同時に会える店なんて

なんて羨ましいんだ。(*´Д`*)♥ 

想像しただけでｲｯﾃQですけど何か???

あたし山久の髪型で好きなのは

ｳｨｰﾀﾞINｾﾞﾘｰの暑中見舞い書いてる時の片方髪を耳に

かけてるでしょ???



あれがもっそい好き♥

あとただﾁｬﾝの髪を結んでるのも好きだった。

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!! 

何気、山久とただﾁｬﾝの絡みが好きなんですけど。

でもｼﾞｬﾆ恒例の成人式の時はちょっと妬んだけどね。(笑
そりゃ、修二と彰が居たらもっそい影も薄くなりますよ。

あたし、たぶん当日仕事だったのかな???
で、帰ってきていろいろ見たんだけどあれはちょっと泣きそうになった。

つーか泣いた。

あれは元田口担としても現大倉担としても

悲しかったなぁ。(;∀;)

あ。明日、はなまる、ﾀｯｷｰだからもう寝よう。

おやすみなさい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.07.24 Fri ２ｺ１。

大倉担まひるですけどもー。

今日、天気予報で雨で涼しいって言ってたのに

晴れてるし、もっそい暑いし。

で、気分転換でBOOK OFFに行ったんだけど

めぼしい物見つからなかった。

光GENJIか少年隊のCDが欲しかったんだけど。

前に行った時は「Let's　Fight」が入ったCDが置いてあったんだけど。

あれ買っておけば良かったなぁ。

はなまる見た。

しかもﾘｱﾙで。

しかも寝たの朝６時だったのに。

目覚ましかけてたみたいで最初何が起こったかわからなかった。(笑
あらゆる目覚ましを止めにかかったけど全然止まらないの。

ﾃﾝﾊﾟりすぎて。（笑

結局携帯だったんですけど。

で、もっそい寝ぼけながら見た。

なんか黒髪のﾀｯｷｰが新鮮♥

結局必ず裸写真はご披露の法則。

まさしく細ﾏｯﾁｮ。

だめだ。細ﾏｯﾁｮのCM、ｴｲﾄｺﾝ以来見ると笑っちゃう。

つーか大倉さんは細ﾏｯﾁｮじゃないよねぇ???
（↑素朴な疑問。

でもｺﾞﾘﾏｯﾁｮでもないしなぁ。

ﾎﾟﾆｮ以外の何者でもないよね。

あぁ。で、話が脱線したんですが

お得意の亮ﾁｬﾝのVTR。

うーん。可愛い♥

そうそう、それで思い出したんだが



先週の情熱大陸。

録画忘れました。（どーん

斉藤和義さんが出ることは知ってたんだけど

ついつい、忘れてもうた。(;∀;)
どーﾁｬｰﾝ。(;∀;)
なんか最近じゃ、亮ﾁｬﾝと斉藤和義さん２ｺ１だよね。(笑
斉藤和義さんが出る時は亮ﾁｬﾝのVTRも流されるもんね。

って忠義のﾚﾝｼﾞｬｰを見て思い出したわけですが

忠義、優しいなぁ。

亮ﾁｬﾝが知らなかったらいけないと思って電話してあげるなんて。

なんかほのぼのしてしまったよ。

なのにどーﾁｬﾝ、自慢毛が生えてた。

気がした。（笑

眠い。

お昼寝しよ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.07.24 Fri 夢の国の住民票。

大倉担まひるですけどもー。

友達からﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾒｰﾙがきまして

早速やってみました。

まず本名。

dreamcard.php.jpg

職業がぁー!!!!!
おやつ予報士ってあたしはまた食い気ですか???
永遠の１７ﾁｬｲ。

(ﾉ∀｀)ﾃﾍ。



dreamcard.php.jpg

あたしの職業無事ですか???
ﾓﾝｽﾀｰ病院の心療内科医って相当病んでないですか???

で。忠義さん。

dreamcard.php.jpg

夢の国の案内人ってもっそいﾄﾞﾘｰﾏｰじゃないですか???
あたしとはえらい違いだ。

やっぱり可愛いな♥

で。ヨコ。



dreamcard.php.jpg

呪文学校はいいとして事務ですか???
横山さんが事務ですか???
でもさすがﾘｱﾙﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝ。

永遠の１０歳ですよ。

で。亮ﾁｬﾝ。

dreamcard.php.jpg

さすがです。

職業が子守唄専門ｺｰﾗｽ隊員。

あたしも亮ﾁｬﾝに子守唄歌って欲しいー♥

年齢はちょっと大人の１９歳。

さすが錦戸様。８９３は違うぜ。



で。章大。

dreamcard.php.jpg

職業。っぽいっぽい。(笑
ﾓﾝｽﾀｰ美容院店員。それっぺー。

しかもちょっと年齢が大人。

安田なのに???（←それはどうゆう意味だ???

で。博貴。

dreamcard.php.jpg

夢仕上げ工とかもっそい夢があるぅー。

亮ﾁｬﾝとﾀﾒの１９歳。

で。すばる。



dreamcard.php.jpg

いやいや、職業はいいとしよう。

年齢。やっぱりすばるっておじいちゃんなんだ???
１４２歳なんて今までやってて初めて出たんですけど。

すばるっぺぇ。

で。ヒナﾁｬﾝ。

dreamcard.php.jpg

カボチャ馬車引越しｾﾝﾀｰ事務じゃなくて

ヒナﾁｬﾝが荷物とか運んでたら面白かったのに。

しんごりｒorz···｡
なんか年齢が普通。(笑
たぶん章大も実際の年齢に近かったし、

ヒナﾁｬﾝも２６歳でわりと実際の年齢に近い。



で。丸ﾁｬﾝ。

dreamcard.php.jpg

高速ﾊﾞｽ運転手って!!!!
そして１６歳。

やっぱあたし的にすばぶの年齢とヨコの年齢にびっくりみたいな。

あと自分の職業???

あ。とりあえずｵﾙﾄﾛｽの犬が始まるのでまた。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.07.26 Sun わんわん。

大倉担まひるですけどもー。

昨日から女の子の日になって

すっごいお腹痛くて。

しかもお腹すっごい下してて

それでもお腹痛くて

やっと今ちょっと落ち着いたとこです。

なんか最近ﾎﾝﾄ虚弱体質だなぁと。

あ。昨日、わんわん見た。

面白かった。

なんか今後が楽しみなﾄﾞﾗﾏだなぁと思って。

まだ見てない方もいると思うので

詳しくは書かないけど

なんか先入観なんだろうね。

ﾀｯｷｰが悪い人に見えない。

でもたぶん見てるうちに悪い人に見えてくるんだろうなぁって。

でも八乙女くんはもっそい悪い人に見えました。(爆笑

なんか金八でしゅうを演じてきた人とは思えない。

また薬物絡みですけど。

亮ﾁｬﾝはﾀｯｷｰに利用されっぱなしになってしまうんだろうか。

心配。

お腹痛いからｻﾗﾊﾞ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.07.26 Sun 痛いﾔﾂだけど幸せなんです&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

そろそろ前髪がもっさり伸びてきて

どうしようかなぁって。

あたし、ﾎﾝﾄｵﾃﾞｺ狭いからすぐ伸びてきちゃうんだよね。

美容院行ってこよー。

前髪だけ１０００円で切ってくれるとこあるから。

でもよく考えたらそれって高いよね???
あたしいつも自分でｻﾞｸｻﾞｸ切っちゃう人だから。

でも今回の髪型、前髪がｱｼﾝﾒになってるから

自分じゃちょっと難しい。

おしゃれｲｽﾞﾑ見てたのね。

やっべー。

辻ﾁｬﾝがめっちゃ可愛い♥

辻ﾁｬﾝとかしょこたんとか可愛くて大好き♥

あんな可愛くなりたいなぁ。

ってそんなこと言ってる年齢じゃないんですけどね。(笑
もう２５歳だし。（ﾁｰﾝ

でも憧れだよね。

いつも可愛く着飾ってでもちゃんと主婦してて。

あたしもそんなﾏﾏになりたいです。

もちろんﾊﾟﾊﾟは大倉忠義さんでお願いします。（蹴

こんなこと言ってるけど結局あたしも普通の人と

結婚するんですよ。(笑
その前に彼氏を作れ。

あたし、考えたらもう５〜６年好きな人いない。(ﾁｰﾝ
忠義ONLY LOVEよ。(笑
なんかだって無理なんだもん。

忠義より好きな人じゃなきゃ付き合えない。

それぐらい潔癖なんだって。

そうじゃなきゃKicyuとかそれ以上のこととか出来ない。



(↑重症。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
結局ただﾁｬﾝに嫁にもらってもらうか

ただﾁｬﾝが先に結婚しちゃうかのどっちかだな。(笑
（↑ﾏｼﾞで考えるな。

まぁ、そのぐらい大倉忠義という人が好きだって話です。

そんなあたしも大倉担の初めまで彼氏がいました。(笑
噂の忠義の方が好き過ぎて別れた彼氏です。

もうそんな理由、ドン引きでしょ???
あたしは大ﾏｼﾞだったんですけど。(笑
ただﾁｬﾝ、気持ちが重くてｺﾞﾒﾝなさい。(ノД`)
ここ見ても重く受け止めないでください。(笑
ただ、ただﾁｬﾝが男前過ぎただけですから。

なんかでも確かにﾘｱﾙに好きな人はいなくてここ見た人は

あたしのこと寂しいやつって思われるかもしれないけど

あたしは大倉忠義という人を本気で好きだし、

なんらﾘｱ恋と変わらないのよ。

ﾎﾝﾄに。ﾎﾝﾄに。

だから全然寂しくもないし、

普通に恋してる人と全然気持ちは一緒。

ただ、会いたい時に会えないし、

言葉を交わすことも触れることも出来ないけど

でも気持ちはずっと隣にいるよ。

大倉忠義という人が存在してるだけで幸せ♥

痛いﾔﾂだけど許して。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.07.27 Mon ｶﾐｾﾝﾀﾞ。ﾄﾆｾﾝﾀﾞ。

大倉担まひるですけどもー。

大量に雨の降ってる地域の方、

気をつけてくださいね。

山梨は昼過ぎまで雨降ってたんですけど

今はやんでます。

亡くなられてる方もいらっしゃるので

ﾎﾝﾄに気をつけていただきたいです。

なんか明日、カミのｱﾙﾊﾞﾑが届くみたいで

嬉しいです♥

あ。そういえば、空（＠章大）と長野に行った時、

最後の最後の交差点ぐらいで

「ｶﾐｾﾝﾀﾞを右」ってﾅﾋﾞが言ってて

それがよく聞き取れなくて空と

「ｶﾐｾﾝﾀﾞ???ﾄﾆｾﾝﾀﾞ???」ってﾁｮｰくっだらないこと言ってました。(笑
そんなカミのﾗｲﾌﾞがもうすぐﾋﾞｯｸﾞﾊｯﾄであるんですよねぇ。

めっちゃ行きたいです。(;∀;)
あたし無駄に剛ｻﾏ運はいいんですよねぇ。(笑
(↑無駄にって言うな。

行きてぇー!!!!!

あと活躍したのはあたしの田口名義???(笑
今は大倉名義しか持ってないんですけど。

あたしの大倉名義は１年に２回ぐらいしか発動しないので

結構使えます。

そうだ。情報局もまた入ろうかなぁって思ってるんですけど。

博貴関係とか関ｼﾞｭ関係で。

ﾌｧﾝ名、誰にしよう。

やっかし龍規かなぁ。

いや、ﾏｰｼｰ???



菊ﾁｬﾝとか文ﾁｬﾝもありなんだよなぁ。

あたしの１番初めは今井翼だったんですけど。(笑
もっそい意外。

そうそう、今日、仕事終って帰ろうとしたら

Mくんが残業してて終わるの待っててって

言われたんですけど（冗談で

「何時に終わるのかもわからないのに、彼女でもないのに待てません。」

って言ってさっさと帰ってきました。

まぁ、蹴りはくらったんですけど。（笑

（↑どM福原。

で、あたし、今真剣にDSが欲しくて。

９月頃買おうかなぁと思ってます。

久々、ｹﾞｰﾏｰ福原復帰です。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

とても嬉しいです♥

ｺﾒﾚｽは只今、多忙につき停滞中です。
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すみません。

BUTｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁはとても励みになるので

２４時間お待ちしてます。
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2009.07.28 Tue ｶﾞﾗｽの少年。

大倉担まひるですけどもー。

今日も相変わらず１日寝てました。

夢も見たけど。

なぜか山下智久殿の彼女だってゆー設定。

なのになぜかﾏｰｼｰとかｷﾘﾔﾏﾝとｹｰ番交換して、

ﾏｰｼｰから電話かかってきて目が覚めた。

夢に山久が出てきたのは寝る前に食わず嫌いの再放送を

見てたから。

あぁ。どうせならただﾁｬﾝの映像見ればよかったかなぁ。

なんかその前にヨコとやっすんの滝ﾛｹは見たんだけど。

やっぱりやっすんは野生に帰っててめっちゃ面白かった。

なんか時々やっすんがﾁﾝﾊﾟﾝｼﾞｰにしか見えない時とかあるもん。

（↑もっそい失礼。

滝にﾃﾝｿﾝが上がって頭濡らしたいって滝に

ﾊﾞｼｬﾊﾞｼｬ頭突っ込んで結局裸に。（笑

あたしはヨコの前髪、ﾋﾟﾝ留めがもっそい好き♥

しかもﾍｱﾒｲｸさんとかが使ってるﾋﾟﾝ留めがﾂﾎﾞ。

今日は部屋を片づけました。

後、CDが増えすぎちゃってﾗｯｸが欲しいんだけどなぁ。

そこの部分は全然片付かない。(;∀;)
そこの部分を１番片づけたいのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

恋して悪魔を見てたのね。

なんか切ない。

なんかルカはどんどん先生のこと好きになるのに

思いが届かないって切ない。

ﾄﾞﾗﾏ的にはあんまり進展みたいのがなくて

じれったいんだけどね。



来週の展開がもっそい楽しみ♥

なんかふと魔女の条件とか見たくなった。

あたしはﾀｯｷｰの繊細はところが好きだったんだけど。

あたし、今でも繊細な人に惹かれる部分あるんだよねぇ。

だからルカとか好きだし。

ただﾁｬﾝにはない部分かなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.07.29 Wed 首痛い。

大倉担まひるですけどもー。

帰ってきてﾊﾟｿ立ち上げたらﾈｯﾄが繋がらない。

また電話が止まってるなぁと思って

即効電話代払ってきた。

そんなわけであたしにとってﾈｯﾄは大切なわけでして。

帰ってきたのが２２時でのﾈｯﾄ繋がらないは

我慢出来るけど帰ってきたのが１８時で

ﾈｯﾄ繋がらないは無理!!!!

つーか首を寝違えたみたいで

右見ても左見てももっそい首が痛いわけで。

なので結構ﾊﾟｿもしんどかったりするわけで。(笑
そこまで我慢してﾊﾟｿがやりたいのか???ってとこが

ちょっと笑っちゃうわけで。

しかもまたお腹痛かったりするわけで。

ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

そうそう、なんか今週天気悪いじゃん???
それでなかなか病院に行けなくて。

明日の午前中に行かないと薬なくなっちゃうから

明日、絶対なんだけど。

雨が降りませんように。

そして今日、明日の京セラﾄﾞｰﾑでPUZZLEﾂｱｰが終わりますね。

いいなぁ。京セラ行きたいなぁ。

なんかそういえば１番最初の京セラの時に行って以来

大阪行ってないなぁと思って。

なんかそれまでは年に３回ぐらい大阪行ってたのに。

で、いつも職場で「GO WEST???」って聞かれてたのに。(笑



つーかｦﾀを隠して年に３回、大阪行くって結構言い訳がしんどいのに。(笑
最近年に１回のGO 信州も言い訳がしんどい。(笑
で、隠すから余計に詮索されるし。(笑
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

えぇー。それでｶﾐのﾐﾆｱﾙﾊﾞﾑはｿﾛがついてくるやつを買いまして。

まだｿﾛの方は聴いてないんだけど

本編はﾗｳﾄﾞっぽいやつが好きで。

なんかｼﾞｬﾆっぽくなくて好き♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif
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ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.07.30 Thu PUZZLEﾂｱｰ、ｵｰﾗｽ。

大倉担まひるですけどもー。

ねむっ。

なんか今日、食欲全然なくて。

夏ﾊﾞﾃ???
何気に今日、日焼けしてるんだよね。(笑
今日、病院の売店でﾊﾟﾝ食べただけなの。

仕事行ってからもお茶だけ飲んでご飯食べてないし。

なんか胃もたれ起こしてるみたいで。

って仕事から帰ってきてﾏﾏﾝに言ったらすごい怒られるし。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

嵐ちゃんを見ますた。

新ｺｰﾅｰがすっごい面白かった。

あたしはやっぱり相葉ﾁｬﾝが好きだなぁって

改めて感じました。

もうﾄｰﾀﾙで相葉ﾁｬﾝ♥

やっぱりあたしは見る目あるわぁって思っちゃった。

エイトもこうゆう番組やってくれないかなぁ。

そう。エイトと言えば今日でPUZZLEﾂｱｰがｵｰﾗｽを迎えました。

ﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁ。

お疲れ様でした。

久々に∞ﾚﾝｼﾞｬｰも帰ってきたり、

ｱﾙﾊﾞﾑ引っさげてのﾂｱｰだったわけですが

やっぱり間違いないって思った。

なんかｴｲﾄﾒﾝも今回すごく自分が関ｼﾞｬﾆ∞でよかったって

言ってたけど見てるこっちもそう思えるんだから

ﾎﾝﾄに間違いないﾒﾝﾊﾞｰなんだろうなぁって思った。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにお疲れ様でした。

たくさんの笑いと感動をありがとう。



今回のﾂｱｰに携わったみなさんに感謝しています。

ありがとうございました。

長野と言えばあたし的に何かしら出会いがあるんですが

今回は隣が２歳のﾁﾋﾞｯｺeighterとそのﾏﾏさんとお友達で。

もうその女の子があの爆音の中２回程寝てまして···｡(笑
最後にﾊｲﾀｯﾁしてﾊﾞｲﾊﾞｲしました。

もっそい可愛かった♥

あたし、毎回思うんですが

ﾗｲﾌﾞの瞬間で１番好きなのが最後にeighterがみんな手を繋いで

「最高で最強の関ｼﾞｬﾆ∞〜。」って言う瞬間が

すっごい好きです♥

なんかﾎﾝﾄに会場が一体になる感じが気持ちいい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.07.31 Fri ｲﾍﾞﾝﾄって···｡

大倉担まひるですけどもー。

そういや、PUZZLEｺﾝがDVDになるそうで。

しかもｼﾝｸﾞﾙも発売になるそうで。

しかも何かｲﾍﾞﾝﾄがあるそうで。

（↑何この曖昧情報。

いやぁ、あたしと空（＠章大）の予測では

ｲﾍﾞﾝﾄは抽選じゃないかなぁって思ってるんですけど。

うぎゃぁ。そしたら確実に行けないですよね???
（↑このﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ思考。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

で、空とﾒｰﾙしてたんですけど

空とあたしも出会ってから今年で１０周年なのです♥

なかなかﾘｱﾙなｦﾀ友でお互い担当も変わってるのに

１０年一緒に居られるって珍しいよね???
しかも今はお互いeighter。
出会いは田口＆中丸担でした。

もうそこでちょっとかぶりつつあるよね???
しかも出会った時はお互い東京に住んでて

今はお互い山梨ってゆーね。

もし空が今も東京に住んでてもお互いの関係は変わらないと思う。

なんせ２ｺ１ですから。

一生ものの友達。親友だと思う。

誰も割って入ることも出来ない関係。

ﾎﾝﾄ、空がもし男だったら運命の相手だと思うもん。

つーか今日、本屋に行ってｴｲﾄ関連の雑誌買ってきたんですけど

ｱﾝｱﾝを買ってくるの忘れて。(;∀;)
いつも仕事の休憩時間にｺﾝﾋﾞﾆに寄るんですが

そこにはたくさんｱﾝｱﾝがあったんですよ。



でもｺﾝﾋﾞﾆでは恥ずかしくて買えない。(;∀;)
今出てるやつ向井理くんの裸のやつなんだよね。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ﾀﾊﾞｲ。欲しい。

でも今から外に出る元気はない。

ので諦めた。ガ━━━(´OдO｀|||||;)━━━ン!!!!

なんかあまりにも毎回なのでｲﾗっとするんですが

ｾﾌﾞﾝで携帯代とか払う時に一緒にﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰの料金も払うのですが

必ずﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰの料金がはじかれるんですよ。

で、必ず「これも一緒にお願いします。」って言うの。

いい加減ｲﾗっとするんですけど。

だいたいあのｾﾌﾞﾝはもっそい店員が横柄で有名で

出来れば利用したくないんですが

諸事情により利用しなければならないわけで。

それさえもｲﾗっとするんですが。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2009.08.03 Mon ｼﾞｬﾆｼﾞｬﾆしてまっせ。

大倉担まひるですけどもー。

もっそい疲れてｳﾀﾞｳﾀﾞしてたら

こんな時間に。

しかも眠くてあくび止まらないし。

やっと落ち着いた。

なんか最近家の中がｺﾞﾀｺﾞﾀしていて

精神的に落ちたりしてる日が多くて。

昨日もそんな感じだったし。

あたし、自分でも言うのもなんなんですが

もっそいﾅｲｰﾌﾞな子なので何かあると

すぐ落ちるんだよね。

昨日も仕事から帰ったらﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝが言い争いしてて

ﾊﾟﾊﾟﾝが部屋出てってその後ﾏﾏﾝに

もっそい八つ当たりされて。(;∀;)
それであたしも自分の殻に閉じこもっちゃって。

最悪です。

ﾏﾏﾝにﾃｰﾌﾞﾙ、ﾊﾞﾝって叩かれて怒鳴り散らされて

もう泣きそうだった。

まぁ、今日はそこそこ元気なんですけど。(笑
そんなわけで昨日はから騒ぎを見てたんですよ。

もちろん光一くん目当てです♥

なんか光一くん痩せた???
なんかもっそい痩せて見えたんだけど。

あ。ﾀﾞﾒだ。

前は絶対つよっさん派だったんだけど完璧光ﾁｬﾝ派になってもうた。

やっぱり好きな人が相方とかぶらないまひるたそです。

今、唯一かぶってるのが岡田きゅんぐらい。

堂兄でのつよっさんの「ﾍﾞｱ〜。」発言にﾂﾎﾞる光一さんがｽﾃｷでした♥



まぁ、ﾎﾝﾄの目当てはﾃｺﾞﾏｽだったんですけど。

なんかまぁまぁ面白かったんだけど

すべて光一くんのﾍﾞｱ〜。ﾂﾎﾞりに終始終ってしまったような。

そう。あたし、いつもｶﾞｷ使見てるから堂兄は見てないんだよね。

来週から堂兄にしようかなぁ。

そうそう、昨日、ﾆｯｶﾝｽﾎﾟｰﾂを買ったのね。

ｼﾞｬﾆの連載が亮ﾁｬﾝだったから。

なんか１番初めが忠義だったじゃない???
なんかそれでずっと買ってなくて

今回亮ﾁｬﾝのやつ買ったら豪華になってた。

しかもすっごい亮ﾁｬﾝの笑顔が良くて♥

なんか忠義の時も笑顔がすっごい良かったんだけど

ｽﾎﾟｰﾂ新聞なのにいい写真撮るなぁと思って。

ﾑﾊ(ﾉ∀｀)

あ。そういや、なんか東方神起が韓国の所属事務所ともめてるのかな???
それで解散の危機とか言われてて。

何言っちゃってるんですか???
って感じなんですが。

そういや、おされｲｽﾞﾑを見てたらｹﾞｽﾄが若槻千夏ﾁｬﾝで。

で、千夏ﾁｬﾝのﾏﾏが東方神起のﾗｲﾌﾞに今から行くんですって

言ってたー。裏山ｼｽ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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まどかさん（＠忠義）

たっちょんは東京にもおうちありますよ。

たぶん今、ほとんど東京だと思います。

大阪でお仕事ある時だけ大阪に帰ってると思います。
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2009.08.03 Mon わちゃわちゃしたいんです。

大倉担まひるですけどもー。

眠れないじゃねーか。(;∀;)
とゆーか寝る気がないってゆーか。(笑
なんかﾆｭｰｽとかｶﾞｯﾂﾘ見ちゃってるし。

なんかそういえば先週ぐらいに食わず嫌いの

再放送見てたのね。

（山下智久VS倖田姉さん）

山下さん、ドン引きじゃないですか???
あぁ。わかる。わかる。

山下智久の辞書に倖田姉さんとゆー辞書はねぇ。

絶対苦手なﾀｲﾌﾟじゃないですか???
むしろ笑ってしまった。

そしてまたしても一発負け。

もう散々な山下さんの気持ちがよくわかるよ。

あのﾃﾝｼｮﾝの低さ。

４回目に期待しよう。

なんか時々思うんだけど

あたし、結構ﾗｲﾌﾞ前とかﾗｲﾌﾞ後に大人数でわちゃわちゃするのも

好きなのね。

でもなかなか機会がなくて最近はめっきり

ちょっと寂しいなぁって思う。

せっかくﾌﾞﾛｸﾞを通してお友達になった方達と

もっと交流したいなぁって思う。

なのでもし、今後、一緒の日程の方とか居たら

お気軽に声かけてくださいね。

とりあえずはｲﾍﾞﾝﾄかなぁ。



行けたらの話ですけど。(笑
考えたら今年でｴｲﾄがﾃﾞﾋﾞｭｰして５年になるんですよね。

もしかしてそれ関係ｲﾍﾞﾝﾄですか???
っと勝手に解釈。

あぁぁぁぁぁぁあ。

発表までﾄﾞﾁﾄﾞﾁ♥で。

絶対行きたいもん。もん。もん。もん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2009.08.03 Mon あたし、頑張る。

大倉担まひるですけどもー。

今日、すっごい眠かった。

３〜４時間ぐらいしか寝てなかったし。

でも今の状態は昨日に比べたら全然。

その昨日のﾋﾟｰｸを越えたら全然眠れないの。(;∀;)
それで結局朝７時ぐらいまで起きてた。

なんかそうかぁって思ったことがあったんだけど

今、アイコさん（＠忠義）からｺﾒﾝﾄもらって

エイトの話出来る友達が欲しくて始めたﾌﾞﾛｸﾞって書いてあって

あぁ。そっかぁって思った。

あたしは今までそうゆう風に考えたことがなくて。

ﾌﾞﾛｸﾞは自分の記録とか忠義への想いを綴る場所としか

考えてなくてそうだよなぁ。

やっぱり友達作る場所でもあるんだなぁって

改めて思いました。

でも確かに今、相方以外のeighterってﾌﾞﾛｸﾞで知り合った

友達だもんなぁ。

大切にしなくちゃ。

なんかあたしは今まで損してた気がする。

なんかあたしのﾌﾞﾛｸﾞ見てくださってる人達に失礼だよね。

なんかあたし的にあたしのﾌﾞﾛｸﾞなんて···｡って思ってたから。

特に最近。

全然面白いﾌﾞﾛｸﾞなんて書けてないし、

ﾎﾝﾄに見てくれてる人とかいるのかなぁって不安に

思ったりして。

もっと頑張ろう。

少しでもたくさんの人に見てもらえるように

頑張って書こう。



今日、ちょっとだけﾌﾞｻﾞｰﾋﾞｰﾄ見ました。

なんであんなに山久がいい人なのに

あいぶさきちゃんったら。

なんか危険な匂いのするﾀｲﾌﾟがきっと好きなんだろうなぁ。

あたしだったら絶対直輝だけどね。

そりゃちょっとﾍﾀﾚだけど優しいし、

ｶｯｺｲｲし。

あたしの中では優しさ重視だけどね。

絶対優しい人の方がいいでしょ???
なんか危険な匂いのする人は絶対浮気するもん。

簡単に浮気とかしちゃうもん。

なんか直輝とか一生懸命生きてていいじゃん。

とあたしは思うけどね。

なんか、にぃにのCMが始まって切ないです。

２４時間TV、仕事休んでON TIMEで見ようかと思ったけど

結局にぃにだけ見れるように帰ってこようと思いました。

なんかだって３０日、選挙とかぶってるから見る気をそいだ。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2009.08.04 Tue 大倉忠義主演。

大倉担まひるですけどもー。

おめでとうー♥

大倉忠義主演のﾄﾞﾗﾏが１０月１５日ｽﾀｰﾄで

NHK「ROMES　空港防御ｼｽﾃﾑ」木曜２０時〜

共演者には安田章大くんも決定しています。

あと杉浦太陽さんも共演してて

今日のﾌﾞﾛｸﾞにﾄﾞﾗﾏのことが書いてありました。

なのでﾄﾞﾗﾏ中は杉浦太陽さんのﾌﾞﾛｸﾞも欠かせませんね。

でもうちNHK映らないんですけど。

しかも木曜とかﾘｱﾙに仕事だし。

ﾄﾞﾚﾐﾌｧﾄﾞﾝ見た。

ヨコのﾃﾝｼｮﾝの上がりっぷりが面白かった。

「LOVE LOVE LOVE LOVE」って言っちゃってるし。

途中結構いいとこまでいってたよね???
ヨコの一般番組に出る時のﾃﾝｼｮﾝってもっそい

面白いよね。

しかも衣装が自前っぽいし。

あのヨコの服ってﾚｺﾒﾝで着てなかった???

あたしのﾃﾝｼｮﾝがﾌﾞﾛｸﾞ書くﾃﾝｼｮﾝじゃないので

この辺で。

おつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.08.05 Wed やっべぇ。想像だけでｲｯﾃQだ。

大倉担まひるですけどもー。

最近CDばっか買っててCD貧乏のまひるたそです。

えぇ。昨日、ﾃﾝｼｮﾝ低めだったので

特に触れなかったんですけど

ただﾁｬﾝとやっすんのﾄﾞﾗﾏね。

なんかﾃﾛﾘｽﾄと戦う天才SE役のただﾁｬﾝね♥

やっばいｶｯｺｲｲ。

死んだう♥

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!!♥

なんかただﾁｬﾝって天才とかｲｹﾒｿ役似合うよね???
まだ１０月は先だと言うのに

１人はぁはぁするまひるたそ。

ﾔﾊﾞｲ。１０月までに(*´д｀*)ﾊｧﾊｧしすぎて死んだうかも。

なんか最近ﾃﾛﾘｽﾄと戦う系のﾄﾞﾗﾏ多くないですか???
それだけﾘｱﾙな話だってことでしょうか???

で、中山優馬 W/B.I.Shadowなんですが

あたしは最近中島健人くんと優馬くんが好きです♥

ﾄﾞﾗﾏ効果ですかねぇ。(笑
(ﾉ∀｀)ﾃﾍﾍ。



やっべ。情報局のﾊｶﾞｷまだ出してねぇー。

せっかく中島健人くんの名前にしようと思ったのに。

ﾐｰﾊｰ極まりないまひるたそです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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つーか今日、残念なお知らせが。

松和（松本和希）がﾊﾟﾁﾝｺやさんで違法に玉を出してて

捕まりました。

松和好きだったのにぃー。

つーか最近元ｼﾞｬﾆｰｽﾞJr.がってゆー事件が多くてつらいです。

確か松和って彼女が居てｼﾞｭﾆｱより彼女を選んで

やめたんじゃなかったっけ???
なんか結局やめてもつぶしがきかないってことなんでしょうか???
まじめに働いてる人もいるのに。

なんかそういや、おっしーが捕まったじゃないですか???
あたしは早めに見切りをつけてよかったなぁって思いました。

だってあたしは矢田ﾁｬﾝと幸せに暮らしてるものだと思ったら

不倫三昧だったらしいじゃないですか???
おっしーってもっと男気に溢れた人かと思ってただけに

おっしーのすべてが残念です。



2009.08.05 Wed 若き天才。

大倉担まひるですけどもー。

ちょこちょこっとNHKｻｲﾄを見て参りました。

【みどころ】

世界最先端の防御システム、「ＲＯＭＥＳ」を駆使して国際空港を守れ！

空の玄関を舞台に、警備チームと犯人たちの白熱の攻防を描くノンストップサスペンス。

東京湾に浮かぶ人工島にオープンした東京湾国際空港、通称「湾空」は、世界最先端の施設警備

システム「ＲＯＭＥＳ（ロメス）」に守られた海の要塞である。

オープン１周年を控えたある日、ＲＯＭＥＳシステムを開発したイギリスの会社から、１人の男

が湾空に降り立った。成嶋優也、２７歳。世界で最もＲＯＭＥＳシステムに精通した若き天才で

ある。しかし湾空は、成嶋の到着以来次々と事件に見舞われることになる。

ＲＯＭＥＳの性能を試すかのようにエスカレートしていく事件に、ＲＯＭＥＳを駆使して犯人に

迫る成嶋。そして天才・成嶋に翻弄され時として対立しながら、最後には犯人を追い詰めていく

湾空警備チーム。しかし成嶋が湾空を訪れた真の目的は、事件解決とは別のところにあ

った・・・。

敵と味方が入り乱れる中で、「バディ」として信頼関係を築き、お互い成長していく警備チーム

の姿をスリリングに描くエンターテインメント・ドラマ。

【ストーリー】

湾空オープン1周年の記念イベント「誘惑の女神」展会場から女神像を強奪しようとした国際的窃

盗団を、成嶋（大倉忠義）はＲＯＭＥＳシステムを自在に使いこなして一網打尽にする。ＲＯＭ

ＥＳに憧れて警備の現場を志望した砂村多駒（安田章大）はそんな天才ぶりに憧れるが、信じる

のは自らが開発・運用するシステムと愛犬「ハル」のみと言ってはばからない成嶋に翻弄される

。

ある日、空港閉鎖を迫る脅迫状が届いた。そして空港内パトロールの車両に何者かが仕掛けを施

した形跡も。そしてＲＯＭＥＳチームに配属された八坂葵（国仲涼子）にライバル意識を燃やす

あまり、砂村は無許可で事件現場に足を踏み入れ、大きな爆破事件に巻き込まれてしまう・・・

。

〈原作〉五條瑛「ＲＯＭＥＳ　０６」「ＲＯＭＥＳ　０６　誘惑の女神」

〈脚本〉佐伯俊道　山浦雅大



〈音楽〉森　悠也

〈出演〉大倉忠義　安田章大　国仲涼子

渡辺裕之　杉浦太陽　小木茂光

川村ゆきえ　池田鉄洋　近藤芳正　草刈正雄　ほかの皆さん

〈放送予定〉２００９年１０月１５日〜（連続９回）

毎週木曜　総合　午後８時〜８時４３分

毎週木曜　ＢＳｈｉ　午後６時〜６時４３分

で、あたし、全然ﾚﾎﾟ読んでなかったので

知ったのが昨日だったんですが

ただﾁｬﾝの頭がもじゃ倉。

うーん。せっかくｻﾗｯｻﾗになったと思ってﾊﾋﾟﾊﾋﾟな日々を送っていたのに。

でも誰も何も言ってなかったってことは似合ってるってことよね???
章大の髪型も久々に見た短髪、黒髪。

まぁ、もじゃ倉でも若き天才ならいいです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.08.06 Thu きゅん&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

今日の嵐ちゃんも面白かったなぁ。

ﾏﾘｴﾁｬﾝｹﾞｽﾄの櫻井くんはちっちゃいが爆笑。

確かに。

昔を知ってる人だと思うよねぇ。

翔くんすごい小さかったもん。

あと亮ﾁｬﾝとかﾂﾊﾞﾁｬﾝとか。

ﾏﾒのようだった。

しかも翔くん、もっそいﾃﾞｺ広かったし。

ｷﾞｶﾞﾝﾄﾅﾂｶｼｽ。

最近買ったCDです。

（↑全部ｼﾞｬﾆです。

しかももちろん全部ｴｲﾄ以外です。

今日、仕事から帰ってきたら左腕がﾌﾟﾙﾌﾟﾙ痙攣してて

この写真撮るのもっそい苦労しました。(;∀;)

そうそう、いつもなら明日休みなんだけど

明日、仕事なんだよねぇ。

でも早番だから夕方には終わるんだけど。

でも用事があるのでそんなに時間あるわけでもなくー。



で、メイちゃんの執事を再放送やるの知ってたんだけど

録画忘れて。

何気、１話見て、やべ。って思ったもん。

やっぱり何度見ても水嶋ヒロくんがｶｯｺｲｲ♥

理人ｻﾏ、最高だよねぇ。

豆柴も(ﾉ∀｀)ｶﾜｲｲし♥

明日早いんで寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.08.07 Fri あえて【ヤス】で。

大倉担まひるですけどもー。

仕事終って用事があったんだけど

雷が鳴ってたのでそのまま に。

結局ｦﾀ誌も買えず。（ﾁｰﾝ

昨日、寝る前に杉浦太陽さん（＠たいﾁｬﾝ）のﾌﾞﾛｸﾞを

読んだらまた忠義の名前とやっすんの名前が。

なんか共演者であだ名をつけたって話です。

ﾌﾞﾙｰﾚﾝｼﾞｬｰのとこにも載ってたけど書いてみた。(笑
忠義がたっちゃん。

章大がヤス。

杉浦さんがたいﾁｬﾝ。

なんかたいﾁｬﾝはもっそいﾌﾞﾛｸﾞを更新するので

ﾁｪｷﾗｯﾁｮするのも結構大変とゆーか。

つーか章大はどこに行っても「ヤス」なんだなぁと思って

ちょっと笑いました。(笑

で、ｲﾍﾞﾝﾄって何

ちなみに番協の方のｲﾍﾞﾝﾄね。

やっぱり今年５周年だもんなぁ。

なんか特番でもあるんだろうか

行きたいけどそんな急に休めないし。

DVDの方のｲﾍﾞﾝﾄは絶対休むけど。（笑

（↑行く気満載。

で、お友達からｽﾄﾗｯﾌﾟが届いたのでUPします。



D1010245.jpg

ｦﾀを周りに隠しているので携帯にはｽﾄﾗｯﾌﾟつけられなかったので

ｺﾑにつけました♥

もっそい可愛くね???
今、ｺﾑを封印してるので（←電波が悪いため

復活したらｺﾑ友も募集したいと思います♥

とりあえず室内ｱﾝﾃﾅをﾚﾝﾀﾙしないと始まらないんですけど。

しかもｺﾑの充電器無くしたっぽい。(;∀;)
最悪だ。

あ。そういや、ROMESの名古屋ﾛｹって名古屋空港で行われてたみたいで。

ただﾁｬﾝの愛する手場先ﾁｬﾝ。

あたしも手場先は大好きだ。

久しく名古屋行ってないなぁ。

ただﾁｬﾝと手場先食べたかったなぁ。

なんか差し入れるなんて気の利くやつじゃねぇか。（笑

もうたいﾁｬﾝ通して忠義とヤスの行動筒抜けじゃん。



（↑ここはあえて”ヤス”で。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

とても楽しく拝見させていただいてます。

ｺﾒﾚｽはまた手の空いた時にやらせていただきますので

しばしお待ちを。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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2009.08.08 Sat ８月８日は何の日???

大倉担まひるですけどもー。

今日は８月８日。

通称ｴｲﾄﾃﾞｰ。（笑

今日はｴｲﾄのことをやっさいもっさいと

お祝いする日です。（笑

なんか今年の８月８日はﾒﾝﾊﾞｰ揃って過ごしたいみたいに

言ってたけどたぶん揃ってないっぽいなぁ。

ヨコに至っては弟とたこ焼きﾊﾟｰﾁｰって言ってたし。（笑

まぁ、こんな８月８日にやっさいもっさいと言ってるのは

eighterだけでしょ???
あ。やっさいもっさいと言ってるのはあたしだけか???
でもみんな何かしら祝ってるよね???
あたしは気持ちだけ祝ってます。（笑

だって仕事だったからｹｰｷとか買う暇もなくー。

しかも今日、鬼のように忙しかった。

まぁ、それもｴｲﾄﾃﾞｰだから水に流そうではないか。

つーかｺﾑの充電器見つけたんだけどｺﾑが壊れたみたいで

いくら充電しても電源が入らないんです。(;∀;)
だから機種変しようと思って発注しやした。

でもそのSHOPがお盆休みに入ってしまったので

入荷は１７日以降らしいけど。

ついでにｺﾑの室内ｱﾝﾃﾅのﾚﾝﾀﾙ申し込んだ。

ｺﾑ準備完了です。

まぁ、１７日以降、ｺﾑ友募集します。

つーか巷はもうお盆休みなんだね。

あたし来週、病院に行こうかと思ってるんだけど

まさか休みじゃないよね???
確か、あたしの行ってる病院はｶﾚﾝﾀﾞｰ通りの休みで



お盆休みとかなかった気がするんだけど。

確認してねぇ。凡ミス。

何もｴｲﾄのことが書けなかったｴｲﾄﾃﾞｰ。(;∀;)
もうだって眠いんですもん。(´∇｀)ﾌｧｧｰｲ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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2009.08.10 Mon 母性本能くすぐられてるみたいです。

大倉担まひるですけどもー。

疲れてお風呂入ってから

いつものﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ番組見ながらｺﾞﾛﾝﾁｮしてました。

もうだって眠くてあくびは止まらないし、

足がﾊﾟﾝﾊﾟﾝで座っていられないし。

今やっと疲れが取れてﾌﾞﾛｸﾞ書いてます。

もう今日は変質者からｲﾀ電が職場にかかってきて

散々でした。

しかも２回も。

その他にもうぜぇって思うことがたんまりあって

最悪。

なんかｽﾄｰｶｰみたいなのにﾊﾟﾝ買ってやるとか

ｼﾞｭｰｽ買ってやるとか付きまとわれて（←あたしはｶﾞｷか???
店長が裏に隠れてていいよって言ったから裏で

作業してたんだけどまたｽﾄｰｶｰに呼ばれるし。

ついてねぇー

今、ﾊﾟｿの前に「悪魔な恋」の通常盤の裏ｼﾞｬｹが飾ってあるんだけど

やっぶあぁい。

それの中島健人くんがもっそいｶｯｺｲｲ♥

ってゆーかｶﾜｲｲ♥

なんかもっそい母性本能くすぐるような表情してるんだ。

なんかこんなのずっと見てたらﾎﾝﾄにﾀﾊﾞｲ。

最近ずっとこんなあたしですが何か???
で、健人くんっていくつ???
あたしもっそい犯罪ですよね???
なんかあたし色に染めたいとか思ってますけど何か???
やっぶぁい。

と思ってﾁﾗっと右上の方を見たら



大倉忠義さんのﾎﾟｽﾀｰがあたしをｶﾞﾝ見してました。（笑

ﾎﾟｽﾀｰっていいよねぇ。

どの角度から見てもｶﾞﾝ見されてる気分ですもん♥

ただﾁｬﾝ、あたしは浮気しませんよー♥

ただﾁｬﾝLOVEだもん♥

ただﾁｬﾝならどの表情でもﾄﾞﾝﾋﾟｼｬですもん。

うっきゃんきゃん(ﾉ∀｀)
あ。あたし今思ったんだけど

あたしって母性本能くすぐるﾀｲﾌﾟに弱い???
忠義だってそうだし。

ヨコちょとかもそうだし。

ぇ???ここにヨコちょは関係あったのか???
あたし、ﾎﾝﾄに尽くしたい派なのね。

しかもどMだし。

あんまり優しくされるよりちょっと冷たくされたい???
でも時々すっごい優しくされたい。

（↑何願望???

それが大倉忠義さんだったら最高

ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ。忠義

で。で。
にぃにをﾘｱﾙで見るために早番と代わってもらいました

なんかCM見るだけで泣きそうになる。

錦戸亮ってなんて美しい涙を流すんだろう。

なんか純粋さが伝わってくる。

なんかｵﾙﾄﾛｽとか見ててももっそい切なげな表情するじゃない???
胸ｷｭﾝ♥ですよ。

亮ﾁｬﾝのその表情に弱いのよ。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
なんかあたしは源太ﾁｬﾝに死なれてるので

好きな人が役でも死んじゃうのはやっぱりつらいの

わかってるから。

だからｿｰｽｹにも死んで欲しくなかったし。

そう思うとどんな命でも大切でかけがえのないものなんだって



思うし。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

JUGEMテーマ：関ジャニ∞
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2009.08.10 Mon 雑記。

大倉担まひるですけどもー。

今日、朝、職場から電話あって

早く来れる???って言うので

今日は１２時からだったんですが１０時から

出勤です。

何気１１時間労働です。

１日のほぼ半分を働いておりますゆ。

なんかしかもまたｲﾀ電。

ちねばいい。

それにしても疲れたなぁ。

相変わらず、足ﾊﾟﾝﾊﾟﾝ。

なんかそれも毎日のことだからむくんでるのか

ただの大根足なのかもわからねぇ。

まぁ、太いことに変わりはないんですけど。

つーか職場で今１番かかってるのが

悪魔な恋とNYC。

この２曲はなぜかすっごいかかってて。

あ。あと両さん。

そんなにごり押しですか???
あ。それはあたしが時々、有線をいじってるからなんですけど。(笑
普段は普通に洋楽かかってますよ。

で、ここ１ヶ月ぐらいﾋﾞﾖﾝｾの名前が思い出せなくて

気持ち悪かったんですけど昨日ふと思い出せて

気分爽快です。

それでなくてもあたしもっそいｶﾀｶﾅに弱いんです。

外人さんの名前とか全然覚えられない。

東方神起とかｼｭｼﾞｭとか最初全然覚えられなくて。

１ヶ月ぐらいかかりました。



（↑ｦﾊﾞﾊﾞか???

なんか最近休みの日とかでも暑くてDVDとか見れなくて

全然ｴｲﾄものが見れません。(;∀;)
ﾊﾟｿの前に座るのも暑いし。

結局１日ぐうたらと寝て過ごすことが

ﾎﾝﾄに多いです。

あと疲れてることもあって全然起きれなかったり。

先週は休み１日だったし。

今週も微妙。

呼び出されそう。

そういや、まだ鉄腕DASHの水鉄砲のやつ見てない。

なんか消化されないものばかりたくさんです。(;∀;)
あたし、そういや、NEWSのﾗｲﾌﾞDVD持ってるのに見てないや。

それはもうﾀﾞﾒの領域に入ってるでしょ???
ちょっと前まで全然興味もなかったHSJのDVDも買おうかと

思ってるもん。

どんだけｦﾀｸなんだ???
いやね、無駄に八乙女くんがｶｯｺｲｲ♥

あたし、しゅう時代から光ﾘﾝは好きだったし。

あぁ。今日、忠義の話してねぇー。(;∀;)
また後で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210


ｸﾘｯｸお願いします。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

感激しながら読ませていただいてます。

ｺﾒﾚｽは只今停滞中です。

すみません。

なるべく早めにやります。

ﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はｱﾄﾞﾚｽを載せていただければ

遊びに行かさせていただきます。

よろしくお願いします。

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.08.12 Wed 大倉いじりがﾂﾎﾞ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は疲れてすぐ寝ちゃった。

ほら、朝、地震あったじゃない???
あれでびっくりして飛び起きて。

CDとDVDの棚が崩れてきて

ﾔﾍﾞ。死ぬ。って思ったもん。

まぁ、そんなに思ってた程たいしたことじゃなかったんですけど

寝起きだから大げさに驚いてみただけ。

ちなみに山梨は震度４でした。

でも震度４もそうそう体験することじゃないんで

ﾎﾝﾄにびっくりしたんだって。

でもこの間も地震あったってゆーし、

気をつけてた方がいいかなぁと。

とりあえずあたしはCDとDVDの棚をなんとか

しないとなぁ。

で、今日は朝一で病院に行ったんだけど

さすがに往復で１時間以上もﾊﾞｲｸ乗ってると

日に焼けるねぇ。

あたし、今日、腕が真っ赤だもん。

毎年そんな感じじゃないんだけど

今年はなんだろ???
ひどいね。

それでヲタ誌を買ってきたのね。

ただﾁｬﾝとやっすんが大型ﾊﾞｲｸの免許を取りに行ってるって

話が書いてあって。

ただﾁｬﾝはあと４時間ぐらいで取れるって言ってたから

もうとっくに取れてると思うけど

やっすんが全然教習の予約が取れなくてうまくいけてないって。



いや、あたしはそれより

やっすんが足が届いてるかどうかの方が心配で。

（↑そこですか???
忠義とか似合いそうって思うんだけど

やっすんとかﾊﾞｲｸに乗られてる感

漂ってるんじゃないかと。

想像しただけで面白い。

（↑もっそい失礼。

でもﾊﾞｲｸとかはﾎﾝﾄ雨の日とかｽﾘｯﾌﾟするから

気をつけて欲しいなぁっと。

なんかヒナﾁｬﾝ曰くｴｲﾄのｶﾐｾﾝ（安、丸、倉）の話も爆笑だったし、

あたし的には永遠にそこは大山田で居て欲しいんですけど。

最近のその辺の大倉いじりも面白くて。

長野公演がいろんな意味で実りとなった公演で嬉しく思うし。

言い合いもあってこその関ｼﾞｬﾆ∞だと思うし。

まだ読んでない部分たくさんあるから

ﾎﾞﾁﾎﾞﾁと読んでいきたいと思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.08.13 Thu 何でもｶｯｺｲｲ&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

ｲﾙｶﾁｬﾝの枕を常に持ち歩く成嶋くんこと大倉忠義さん。

か、かわいすぎゆ〜♥

なんかそうゆうｷｬﾗ設定もっぽいとゆーか。

まぁ、大倉忠義さんはどこでも寝ますけども。

もう早く見たくてたまらんばい。

あたしもｲﾙｶﾁｬﾝになりたい···｡（切実

忠義の枕になりたい···｡（寝心地は保障します。

なんか忠義効果でｲﾙｶﾁｬﾝ売れてるらしいじゃないですか???
なんかｼﾞｬﾆが絡むと経済効果はﾎﾝﾄすごいね。

そう、日焼けしてるから肌がｸｰﾙﾀﾞｳﾝしなくて

夜になっても暑いってゆーね。

しかもあたしの部屋が異常に暑い。

なんかあたし絶対暑さにやられて死ぬな。

ってぐらいあたしの部屋が暑い。

だって外の方が涼しいんだもん。

だから明日ﾏﾏﾝに網戸を頼んだ。

あ。昨日のｲｯﾁｰのﾄﾞﾗﾏ面白かったね。

やっぱｲｯﾁｰｶｯｺｲｲなぁ♥

あの透明感のある感じが好き♥



そういえば、ｼﾞｮﾝで改めて忠義のﾔｷｿﾊﾞﾏﾝを見たんだけど

全然ｲｹてる。

黒髪に戻したんだね。

案外かっよくて萌え♥っとしちょりました。

あたしの中の定義。

大倉忠義の髪型に失敗の文字はない。(笑
大きく出ましたねぇ。

(ﾉ∀｀)ﾃﾍ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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JUGEMテーマ：大倉忠義



2009.08.14 Fri ついつい。

大倉担まひるですけどもー。

特に書くこともないんですが。

なんとなく今日は暑さに負けずにﾌﾞﾛｸﾞ書けそうだなぁと思って。

で、あたしもイルカ枕ﾁｬﾝの誘惑には勝てず

注文しちゃいました。

手作りらしく届くのに２〜３週間かかるらしいんですけど

楽しみです♥

ﾎﾝﾄお値段がちょっと高かったので悩んだのですが

忠義の誘惑には勝てず。

イルカﾁｬﾝを抱きながらROMESを見ようと思います♥

〜(^Д^〜)

つーか今日朝から宅配便待ちで。

不良品と新しい商品の交換にきてくれることになってて

朝から電話待ってるんですが一向に鳴らず。

そう思ってﾘﾋﾞﾝｸﾞに行ったら不在通知がきてた。

なので再配達頼んだらやっと新品と交換♥

ﾔｯﾎｰｲ。今日は昼間からTV三昧だぜー。

ごくせんの再放送見てﾁﾗっとｺｰﾄﾞﾌﾞﾙｰの再放送見たら

最後に山久から「ﾌﾞｻﾞｰﾋﾞｰﾄ」の番宣があって。

萌え♥っとなってメイちゃんの執事の再放送を見てます。

つーか理人ｻﾏとﾏﾒｼﾊﾞの美形兄弟最高〜♥(ﾉ∀｀)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.08.14 Fri 年下にﾒﾛﾒﾛさ&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

今日のﾀﾓｽﾃがｼﾞｭﾆｱだったから録画はいっかぁと

思ってでも見るだけ見ようと思ったら

中島健人くんが出てた♥

もう１人でﾃﾝｿﾝ駄々上がりで見てた。

しかも最後裸···。(〃▽〃)ｷｬｰ♪
お姉さんは１０ｺも下の男の子の裸で萌え♥って

してました。

ﾎﾝﾄにﾊﾚﾝﾁなﾔﾂですみません。

つーか踊ってるの初めて見ましたけど何か???
もうでも全然ｼﾞｭﾆｱとかわかんない。

中島健人くんしかわからなかったし。

どこまでご執心なんですか???あたしは。

あたしが中島担になる日も近いんですかねぇ。(笑
（↑ないです。

生涯大倉担ですから。

あとね、ﾀﾓｽﾃの辻ﾁｬﾝがすっごい可愛かったの♥

たいﾁｬﾝのﾌﾞﾛｸﾞで出ることは知ってたんだけど

何で出るんだろう???
歌出してないし、って思ってたら

ﾓｰ娘。OBで出てた。

あたし、基本的にﾛﾘｰﾀ系とか好きなので

頭に大きなﾘﾎﾞﾝとかつけられるとﾃﾝｿﾝが上がります。(笑
あ。ちなみにあたしはｶｼﾞｭｱﾙ系なんですけど。

ﾎﾟﾛｼｬﾂとかTｼｬﾂとか大好きです。

でも希望としては可愛い系を目指したいんですけど

あたしｶﾞﾀｲがいいので似合わないのです。(;∀;)
ﾋﾟﾝｸのﾜﾝﾋﾟとか着たいなぁって思うんですけど。

なんか忠義の好みからﾄﾞﾝﾄﾞﾝかけ離れていきます。(;∀;)
なんか痩せてる子がいいとか年下がいいとか小さい子がいいとか



無理ですから。

il||li_|‾|○il||lｶﾞｰﾝ 

どうせおﾃﾞﾌﾞですし、年は２ｺ上だし、無駄に１６０ｾﾝﾁあるし。

削れるのは体重ぐらいになっちゃうじゃないですか???
なんか年下がいいとか早くもｵｯｻﾝ発言じゃないですか???
まだ２４歳なのに···｡

俺色に染めたいとかこの間のあたしみたいな感じ???
あぁ。あたしが中島健人くんをあたし色に染めたいとか

言ってるからですか???
なので大倉忠義さんの気持ちはよーくわかります。

もうでも年とかわかる気がするぅ〜。

それはあたしがもうｦﾊﾞﾊﾞだからですか???
愕然。

まひるたそ、強気でいけ。

忠義さんにｸﾞｲｸﾞｲ迫っていきますよ。(笑
（↑THE変態。

あたし、負けない。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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ｺﾒﾚｽ。

まどかさん（＠忠義）

JUGEMテーマ：ジャニーズ

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：中島健人

まどかさん（＠忠義）

いつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

イルカの抱き枕は楽天で水夢で検索すれば出てくると思います。

イルカの名前が水夢くんって言うんですよ。

ぜひぜひﾁｪｯｸしてみてください。

http://jugem.jp/theme/c79/25/
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2009.08.16 Sun 永遠の少年。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は「硫黄島からの手紙」見て

にのってﾎﾝﾄに変わらないなぁ。

永遠の少年だわ。とか思いながら見てました。

あたしはにのっちとﾀﾒなんですが

ｼﾞｬﾆｰｽﾞの人って実際の年齢より若く見えるでしょ???
だから全然ﾀﾒに感じない。

(ﾟдﾟlll)ｽﾞｶﾞｰﾝ!!
あたしも気持ちだけは高校生ぐらいなんだけどなぁ。

（↑大人になれてないだけ。

で、昨日ﾜﾝｾｸﾞ片手に寝てて夜中３時ぐらいに

目が覚めてﾜﾝｾｸﾞがもろについてました。

あたし、滅多にそうゆうことってないんですよ。

ちゃんと寝るぞぉーと準備してから寝る人なんで。

ﾜﾝｾｸﾞは切ってから寝るし。

なのになんかうるせぇなぁと思ったらﾜﾝｾｸﾞでした。

でもちゃんとｸｰﾗｰは切って寝てた。

EXHを見てたのは途中まで覚えてる。

で、ちょっと前のｦﾀ誌を引っ張りだして

中島健人くんを探してたんです。

B.I.Shadowってﾃﾞﾋﾞｭｰ前から存在してたんですね。

でも３人だった。

しかも全然見たことがなかった。

B.I.Shadowの存在すら知らなかった。

でもなんで中山優馬くんは東ｼﾞｭとﾃﾞﾋﾞｭｰさせられたんだろ???
あたし的にはHay Say WESTと一緒にﾃﾞﾋﾞｭｰなのかなぁって

思ってたから。

ﾎﾝﾄ今回のﾃﾞﾋﾞｭｰは謎が多いぜ。



そろそろ仕事行ってきます。

また夜にでも〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.08.16 Sun 逢いたい。

大倉担まひるですけどもー。

明日、仕事行く前にｺﾑの機種変の手続きがあるから

早めに起きてﾊﾟﾊﾟっと済ませましょう。

何気にﾊﾞﾀﾊﾞﾀしてる毎日です。

遅番の時も大概８時ぐらいには起きてるし。

早くて６時。

で、いろいろ用事済ませて出勤って感じ。

朝のｺﾞﾐ出しとかも自分でやってるからね。

一人暮らしじゃないのに。(笑
ﾏﾏﾝに頼むといちいち何か言ってくるから

自分で出した方がﾗｸ。

なんか今日も機嫌悪くて仕事から帰ってきて

早々八つ当たりされてﾃﾝｿﾝ駄々下がり。

つーか中島健人くんって結構PUSHされてるんだね。

ｽｸﾗｯﾌﾟﾃｨｰﾁｬｰにも出てたみたいだし。

事務所に入ってからまだ１年ぐらいみたいだし。

可愛いもんなぁ♥

ﾀﾓｽﾃでもﾒｲﾝのうちの１人だったし。

すっごいなぁ。

それでﾃﾞﾋﾞｭｰとかしちゃうんだなぁと思って。

なんか最近の悩み???
苦悩???(笑
夜、お風呂入って髪洗うじゃん???
それが朝には汗ばんでいるってゆーね。

しかもﾒｯﾄかぶるじゃん???
もっそい汗ばむ。



そして凹む。

なんか最近飢えてます。

なんか長野公演から１ヶ月以上経ってるわけで。

お雑誌は見てるけどやっぱりﾘｱただﾁｬﾝに会いたいわけで。

切ねっす。

番協とか行きてぇー。

ｲﾍﾞﾝﾄを待つかROMES待ち???
でも結構ROMESのｽﾀｯﾌさんﾌﾞﾛｸﾞとかで癒されたりもしてる。（笑

ｲﾍﾞﾝﾄが先かROMESが先か。

ﾊ━━(*´Д｀*)━━━ﾝ!!!!♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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JUGEMテーマ：大倉忠義
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2009.08.17 Mon ｺﾑ友、求む。

大倉担まひるですけどもー。

やった。

やっと月曜日が終った。

なんか次の日休みだぁ〜って思うともっそい開放感。

幸せ〜。

そうそう、網戸もﾏﾏﾝがつけてくれたし、

少しは快適な部屋での生活が送れそうです♥

最近夜涼しいし。

なんか８月も半ば過ぎたんだね。

１年なんてﾎﾝﾄあっという間。

それで秋になって冬がきて春になってまた夏がくる。

そう。秋になるとですね、

わたくし、２６歳になっちゃうんですよ。(;∀;)
ﾌﾞﾛｸﾞ始めた時は２１歳だったのかなぁ???
なんか文章とかつたなくてわかっ!!!!って思うもん。

まぁ、今でもたいして変わらないんですけどね。

あたまの中は常にｱｯﾊﾟﾗﾊﾟｰでございます。（ﾍﾟｺﾘ

そういや、番協の方のｲﾍﾞﾝﾄってのが

気になるんですけど。

周りでも当たった人っていないし。

明後日ですよね???
何???何があるの???
もうﾁﾗ見でもいいから忠義を拝ませてくだせぇ。(;∀;)
もう普通に仕事ですけど何か???(;∀;)
もう明日はﾎﾝﾄCan！ｼﾞｬﾆとか見ないと死んだうから。

どんだけ見てないんだよって話ですよね???
確かヨコとやっすんの滝のやつとその後の

高尾山のやつ以来。



(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
忠義ﾛｹじゃねーし。

明日は１人∞祭だね♥

うっきゃんきゃん(ﾉ∀｀)
ｸﾞﾛﾘｱｽとか見て鼻血だしますか???
あ。あたし、先週の恋する悪魔とｵﾙﾄﾛｽ見てないから

それも見なくちゃ。

あとtornも見たいし、

agree？のﾄﾞﾗﾑｿﾛとか見たい♥

あと「明日」見て大山田に萌え♥っとしたいです!!!!

ﾜｯｼｮｲヽ(ﾟ∀ﾟ)メ(ﾟ∀ﾟ)メ(ﾟ∀ﾟ)ノﾜｯｼｮｲ

ﾍﾌﾞﾝﾘのﾏﾙﾁｱﾝｸﾞﾙとかも見たいです♥

寝起きﾄﾞｯｷﾘで鈍感力で笑いたいです。(笑
早くPUZZLEｺﾝのﾗｲﾌﾞDVDが見たいなぁ。

絶対ｴｲﾄなら爆笑もののDVDになると思うんだけど。

そうそう、今日、午前中にｺﾑの機種変の手続き済ませまして

明日ｺﾑが届くそうです。

で、新しいｺﾑが仕えるようになるのが１９日って言ってたような。

それでﾎｰﾑｱﾝﾃﾅの申し込みもしたんだけど

届くのに１０日ぐらいかかるそうで。

そんなわけでとりあえずﾒｰﾙからやりとりして

後にｺﾑでお話出来たらいいなぁと思ってます。

その話、乗ったって方いらっしゃったら

右側にあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

ぜひぜひｦﾀ話に花を咲かせましょう。

ちなみにあたしは火曜日と金曜日が仕事休みで

水曜日が早番で１８時過ぎには暇してます。

他の日は帰りが２２時ぐらいになっちゃうんですけど

まぁ、そんな感じで。

すでにお友達の方でもｺﾑ持ってます。(挙手



って方も連絡ください。

ﾖﾛﾋﾟｺｰ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.08.18 Tue やっかしｸﾞﾘｰﾝよね???

大倉担まひるですけどもー。

まだまだｺﾑ友、ﾒﾙ友、募集してますので

ｦﾀﾄｰｸがしたいと思ってる方はぜひ右側にあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑから

ﾒｰﾙお待ちしてます♥

ｺﾑはやっと今日届きまして。

D1010246.jpg

やっかしｸﾞﾘｰﾝよね???
機種変なので切り替えがあって

それが今日の深夜２〜３時ぐらいにされるみたいで。

なのでそれ以降なら使えるんですが電波が悪いため

ｺﾑを実際使えるのはﾎｰﾑｱﾝﾃﾅが届いてからになりますけど。

今日は１日ｦﾀｦﾀしてまして

やっぱり関ｼﾞｬﾆ∞ってネ申。

大倉忠義って天才って１人で言ってました。

なんかあたしは「Excite!!」のまだあんまりﾄﾞﾗﾑをやることに

馴染んでない忠義を見てから

他のDVD見ると違いが一目瞭然で。

今はﾎﾝﾄに楽しくやってるんだなぁって感じます。



その成長がすごく嬉しくて

落ち込んだ時とかあると「Excite!!」のﾏﾙﾁｱﾝｸﾞﾙを見て

忠義の原点を見て元気出します。

これあたしの鉄板なんですよ。

わかります???

で、Can!ｼﾞｬﾆの新ｺｰﾅｰのだけ見ました。

忠義の竹山さんのﾓﾉﾏﾈが可愛かったです。(笑
ﾎﾝﾄは結構いろいろ見たかったんだけど

メイちゃんの執事の再放送が今日で終りだったんで

そっち見てました。

うーん。休みの日に最終回が見れて良かった♥

やっぱり水嶋ヒロくんはｶｯｺｲｲ♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2009.08.18 Tue 恋してぇ〜。(ノД`)

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、今日、先週の「恋する悪魔」見れなかったので

今日のやつ見たらもっそい展開になっててびっくりした。

面白い。

なんかすごく甘酸っぱい恋って感じがして

あたしは好きなんだけど。

青春って感じ。

それに優馬くんの笑ってる顔もTVで初めて見たし。

なんか恋してます!!!!!って感じだよねぇ。

あたしもそんな恋したいなぁ。

そりゃ、忠義も好きだよ。

でもやっぱり触れられない恋じゃない???
だからなんとなく違うかなぁって。

傍に居て抱きしめてもらったりとかないわけじゃない???
まぁ、それ言ったら贅沢かもしれないけどね。

うーん。あたしはきっと忠義に多くを求めすぎてる気がする。

やっぱり傍に居て欲しいって思うし、

触れたいって思うし。

なんかこうして立場は全然違うけど

出会えたことが奇跡だとも思うけど。

うん。そうだ。

それでもあたしは大倉忠義という人が大好きです♥

そう、忘れてました。

お友達からのﾒｰﾙで思い出したんだけど

今日、嵐のﾍﾞｽﾄ盤のﾌﾗｹﾞ日じゃん。

予約もしてなければお店にも行ってねぇー。(;∀;)
まぁ、ﾚﾝﾀﾙで限定盤を拝もうって魂胆ですけど何か???
つーかﾚﾝﾀﾙで限定盤なんて拝めるのか???
ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)



はーい。

引き続き、ｺﾑ友、ﾒﾙ友募集中です。

仲良くしてくださる方、ｶﾞｼｶﾞｼﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

すでにお友達です。(挙手

のｺﾑ持ちの人もﾒｰﾙくださると有難いです。

なんかそういや、来週の「恋する悪魔」に我らがヨコﾁｬﾝが

出るじゃないですか???
で、予告に結構ヨコﾁｬﾝが映り込んでたんですけど

あれはｳﾞｧﾝﾊﾟｲｱじゃなくておﾁﾝﾋﾟﾗですよね???(笑
もっそい怪しい人に見えたんですけど。

ﾓﾛに８９３風でしたけど何か???
来週が楽しみですねぇ。

予告だけでご飯３杯はいけますよー。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.08.20 Thu 指を戸に挟んだ〜ぁ。(ノД`)

大倉担まひるですけどもー。

昨日は疲れて早く寝ちゃった。

今日もすっごい眠いんだけど

ﾌﾞﾛｸﾞ書こうー♥と思って頑張って起きてます。

そうそう、ｺﾑのﾎｰﾑｱﾝﾃﾅが早々届きまして

ｱﾝﾃﾅ電源入れたら今まで２本ぐらいしか立ってなかったのに

５本ﾊﾞｯﾁﾘです。

ｺﾑ友、まだまだ募集してますので

ｦﾀﾄｰｸしたいって方いらっしゃったらﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

ﾎﾝﾄお気軽にどぞ♥

なんか案外ｺﾑ友っていないんですよねぇ。

なので大大大募集中です♥

で、いつも思うんですけど

相葉ﾁｬﾝって何気おされですよね???
なんかｽﾄｰﾙとかﾊｯﾄとか小物系がお似合いで。

あたしはそんな相葉ﾁｬﾝも含めて大好きなんですけども。

あとにのもおしゃれ。

やっぱにのあい可愛いな♥

昨日はｶﾂｶﾂも見ずに寝てしまったので

ちょっと悲しいんですが。(;∀;)

つーかつーかｴｲﾄのﾗｲﾌﾞDVD、９月２３日って早くないですか???
あたしはてっきり１０月だと思ってたので

お金がないだす。(;∀;)
でも頑張って早く買いたいなぁって思ってます。



あたし、Y&Jの会費も払わないとならないのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
もうこれ何貧乏よ???
余裕ぶっこいてｸﾘｽﾀﾙｹｲﾁｬﾝのCDも予約しちゃったんですけど。

イルカﾁｬﾝも注文しちゃったのに。

あたし、来月無事ですかねぇ???
働け。

あ。そういや、ヒナﾁｬﾝのCMってヨコのどっきりって聞いたんですけど。(笑
なんか昨日のｲﾍﾞﾝﾄでの話なんですけど。

ﾏｼﾞですか???

よーこーやーまー。

なんかこのCMの話かなりeighterの中で浸透してるんですけど。

さすが侯くん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

ｺﾒﾚｽは時間のある時にさせていただきますので

しばしお待ちを。

すみません。

BUTｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁは励みになるので

２４時間お待ちしてます。

よろぴこ〜。
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2009.08.21 Fri 今日１日ﾊﾞﾀﾊﾞﾀ。

大倉担まひるですけどもー。

今日はiPhoneの調子が悪かったので

漫喫とｿﾌﾄﾊﾞﾝｸに行ってきました。

あたしのﾊﾟｿだとすっごい調子悪くて

漫喫のﾊﾟｿでﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟしに行ったんですけど

それも出来なくて結局ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸに行って

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟしてもらってきました。

で、７００曲ぐらい曲が入ってたんですけど

やり直しです。(;∀;)
まぁ、新しいﾊﾟｿ買うまではたぶんこれの

繰り返しかと。

しかもその最中に２回も「石丸さんですか???」って

間違い電話があって番号はあってたから

たぶん前にこの番号使ってた人かと。

もうそのたびに同期がSTOPするから

うぜぇ。

なんかちなみにiPhoneは１月１日になってて

電源切ってたのに一晩で充電切れたり。

しかもずっと圏外だったし。

で、ﾒｰﾙ便が届いてないか

またうちのﾏﾏﾝの整理が悪いのか

きてるはずのﾒｰﾙ便が見つからないんです。

やっぱりｴｸｽﾊﾟｯｸにすればよかったかなぁ。

ﾎﾝﾄうちのﾏﾏﾝの郵便物の整理はずさんで

そんなの届いてないとか知らないって言ってて後日出てきたり

出てこなかったり。

だから郵便物のﾁｪｯｸは毎日しないとﾀﾞﾒなんだけど

最近忙しかったから今日になってﾎﾟｽﾄ見たら

お友達から手紙きてた。（ほっこり

もう今日は朝からｲﾗｲﾗするなぁ。



明日届かなかったら調べてもらおう。

今日、待望の「ﾄﾞﾛｯﾌﾟ」のDVDが届きました♥

写真撮ったんですが今、iPhoneをﾊﾟｿに繋げてるので

写真をUP出来ないのでまた後でUPします。

ちなみに朝からﾊﾞﾀﾊﾞﾀしてたので

まだDVDは見てないです。(;∀;)
早くﾔﾝﾁｰ姿の水嶋ヒロくんが見たいです♥

（↑画像UP間に合いました♥

今日、なんもｼﾞｬﾆｺﾞﾄ書いてねぇー。(;∀;)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2009.08.24 Mon たいしたことは書いてないけど···｡

大倉担まひるですけどもー。

今日は店長が夏休み取ってて

先輩もなんちゃらかんちゃらでいなくて

あたしが店長代理だったのですよ。

もう問題が起きないかもっそい心配だった。

で、帰ってきたのが２３時過ぎで

疲れてとりあえずﾍﾞｯﾄﾞにｺﾞﾛﾝﾁｮ。

それからお風呂入って更にｺﾞﾛﾝﾁｮ。

足とかﾊﾟﾝﾊﾟﾝで座れなくて

やっと今になって座れるようになりました。

なんか相変わらずたいﾁｬﾝ、ヤス、たっちゃんの３人は仲良く

やってるようで微笑ましいです♥

で、お友達からPUZZLEｺﾝの銀ﾃｰﾌﾟのお裾分けをいただきまして。

しかも相方の分まで。

ありがとうございます♥

（↑見づらくてすみません。

これが欲しくてねぇ。（笑

なんかこれって落ちてくる場所にはすっごいたくさん落ちてくるじゃないですか???
でも届かない席の人には全く無縁のものじゃないですか???
それが悲しかったんです。(;∀;)



そろそろお雑誌を買いに行こうかなぁって思ってます♥

なかなか忙しくて雑誌も買いに行けないんですけど。

病院とかあると帰りに買いに寄れるんですけどねぇ。

それも休みの日限定だし。

切ねっす。(;∀;)

そう、あたし、２週に渡ってｵﾙﾄﾛｽを見てないんですねぇ。

たぶん次回も見ないと思います。

２０世紀少年が見たいんだよー。(;∀;)
まぁ、１週目は１度も最後まで見たことなかった

ほたるの墓を見てたんですけど。

あたしは戦争を体験してないけど

２度とおこしてはならないものなんだなぁって思います。

眠いので短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.08.24 Mon ﾆｰﾄｷﾎﾞﾝﾇ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、すっごい眠かったぁー。

朝起きれないかと思った。

足の関節とかもっそい痛いし。

仕事してたら治ったけど。

（↑単純。

明日午前中に病院行こうと思って。

なんか涼しいみたいだし。

でも今日みたいに昼間すっごい夕立とか

くると最悪だけど。

で、明日はお楽しみの恋する悪魔です♥

ヨコが出る回。

しかも中島健人くんも見れるってゆーね。

２度美味しいみたいな。

いやぁ、今まで録画してて良かった。

うっきゃんきゃん(ﾉ∀｀)

もう最近ｵﾙﾄﾛｽも見てないから完璧ｴｲﾄ離れしてますよ。

まぁ、ﾌﾞﾛｸﾞ関連とかは見てるんですけど。

それでﾔｷｿﾊﾞﾏﾝのこと想像して萌え♥って

なってますけど。

あたしは特にROMESｽﾀｯﾌのﾌﾞﾛｸﾞが好きです♥

なんか結構忠義中心に萌え情報を流してくださるので

死んだう♥状態ですけども。

あたしは１０月になったらﾔｷｿﾊﾞﾏﾝに萌え殺されるんだ。

なんか案外ﾔｷｿﾊﾞﾏﾝが新鮮で好きです♥

でもｽﾄﾚｰﾄにする前のﾊﾟｰﾏﾝは嫌いだった。(;∀;)



あ。関西人だからﾊﾟｰﾔﾝか。

え???ﾊﾟｰﾔﾝって居たよね???
なんかﾒﾀﾎﾞな関西人のﾊﾟｰﾏﾝに出てくるｷｬﾗ。

ﾒﾀﾎﾞなって···｡(;∀;)
最近ｺﾋﾟｰﾛﾎﾞｯﾄが欲しいんです。

ｺﾋﾟｰﾛﾎﾞｯﾄに仕事させてあたしはｴﾝﾄﾞﾚｽでｴｲﾄのDVDとか見たりしたいの。

あとｴｲﾄｺﾝに行ったり、番協行ったり。

忠義三昧で日々を過ごしたい。(切実

これぞ、日々、大倉忠義。（笑

でも今週末、にぃにが見れるので楽しみです。

なんかしかもいつもなら２２時過ぎ帰宅なのに

早番と代わってもらったからﾘｱﾙで見れる。

ﾎﾝﾄは仕事休んで２４時間見ようと思ったんだけど。（笑

さすがに土日は休めないなぁ。

休んでもどっちかだよね。

まぁ、有給なんてほとんど残ってないんですけど。

ｲﾍﾞﾝﾄの時休み使おうと思ってて。

(↑すでに当たった気でいる人。

図々しいな、お主。

ｺﾑ友引き続き募集中です♥

ｦﾀﾄｰｸかましたいなって思ってる方は

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2009.08.25 Tue ５周年。

関ｼﾞｬﾆ∞
関西ﾃﾞﾋﾞｭｰ５周年おめでとう!!!!

もうあれから５年になるんだなぁって思います。

あっという間の５年だったけど

いろんなことがあったなぁって思います。

今まで関ｼﾞｭのｸﾞﾙｰﾌﾟがﾃﾞﾋﾞｭｰするっていう例がなく

松竹座だって満員に出来なかった人達が

ﾁｬﾝｽに恵まれここまできたんだなぁって思います。

みんなそれぞれに苦労してきて

頑張って努力で勝ち取ったものだと思ってます。

そして人一倍苦労を共にしてきた仲間だからこそ

結束力もﾊﾝﾊﾟなくあたしはそんなｴｲﾄが大好きです。

誇りに思ってます。

今は昔程遠征とかしなくなったし、

ﾗｲﾌﾞに行く回数も減ったけど

でも好きって気持ちは昔から全く変わってないし、

ずっとこれからも好きで居続けたいと思います。

ｴｲﾄに出会ってたくさんのeighterとの出会いも出来たし、

あたしは幸せ者だなぁって思います。

そしてたくさんのありがとう。

これからもずっとずっと応援していきたいｸﾞﾙｰﾌﾟだなって思います。



ﾎﾝﾄに５周年おめでとう。

2∞9.8.25　　関ｼﾞｬﾆ∞　大倉忠義担当

　　　　　　　　　　　福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.08.25 Tue ﾘｱﾙに好き&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

今日、結局午前中には起きれず、

午後病院に行ってきました。

でも全然余裕もなくｦﾀ誌も買えず、

郵便局にも寄れず。(;∀;)
いつになったら情報局にﾊｶﾞｷ送れるんだろう。

全然毎日に余裕がねぇ。

かなぴい。(ノД`)
で、夕方にわか雨があるかもって言うから

急いで帰ってきたのに降りそうにないんですけど。

用事済ませてくれば良かったかも。(;∀;)

でも部屋の掃除もしたかったので

まぁ、いいや。

もっそい雑誌やﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙの山だったから。

雑誌はｱﾎみたいに増えてくね。

これでも前より抑えてる方なんだけど。

問題はTV誌なんだよねぇ。

ｶﾞｲとｼﾞｮﾝは結局毎週買ってるから

すぐｱﾎみたいに雑誌が増えてく。

なんかあたし、忠義がすごい小さく載ってても

買っちゃう人だから。

亮ﾁｬﾝｿﾛとかでもすぐ買っちゃうし。

前はﾎﾝﾄに全部買ってた。

Webに載ってるやつは。

だから雑誌だけで１万超えてたし。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

なんか忠義のこと好きになって数年経つけど（MAO時代から）

全然気持ちが変わらないんだよね。



ずっと最初の頃の好きのまんま。

こんなに長く同じ人を好きで居たことないから

自分でもびっくりしてる。

まだまだ忠義の知らない部分ってたくさんあると

思うし、もっともっと忠義のこと知りたいって思う。

うーん。

関ｼﾞｬﾆ∞の大倉忠義のことはもちろん

１人の男性としての大倉忠義も知りたいってのが

正直な気持ちなんだけど

でもその部分は知らない方がいいのかなぁとも思う。

なんかそこはﾌｧﾝとﾀﾚﾝﾄとしての境界線はあった方が

いいのかなぁって。

でもあたしの気持ちは正直、ﾌｧﾝとかそんな範囲で

収まるものじゃないんだけどね。(笑
気持ちはそうなんだけど

でも現実はﾌｧﾝの超えてはいけない境界線って

あるわけじゃない???
そこが難しいよね。

まぁ、現実は超えてはいけない境界線までたどり着けてないんですけど。(笑
そこまで踏み込もうとも思わないし。

でも気持ちの上ではﾘｱﾙに好き♥

だから昔はちょっとした噂とかで凹んだりもしたし、

今ではそんな噂に踊らされる程子供じゃないけど。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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2009.08.27 Thu ヒナﾁｬﾝﾄﾞﾗﾏ決定。

大倉担まひるですけどもー。

ヒナﾁｬﾝ、ﾄﾞﾗﾏ決定〜♥

相葉ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏ「ﾏｲｶﾞｰﾙ」

１０月９日２３時１５分〜

保育士役で出ます。

今度はﾄﾞｯｷﾘじゃないよね???(笑
日刊ｽﾎﾟｰﾂ、TV朝のﾎﾑﾍﾟにも載ってます。

ヒナﾁｬﾝおめでとう〜♥

またこの枠で嵐ﾒﾝとの共演。

しかも相葉ﾁｬﾝと。

嬉しすぎゆ〜♥

８Jを思い出すぜ。

うちにも８Jの楽屋での相葉ﾁｬﾝとヒナﾁｬﾝが一緒に

写ってる写真数枚あるもんね。

とりあえずこれだけ更新。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2009.08.27 Thu ﾚｺﾒﾝ今から聴くぜよー。

大倉担まひるですけどもー。

今日、仕事中に「あ。ﾈｯﾄが止まる」って思い出して

帰ってきて即効払いに行きました。(笑
もう仕事終って足腰ﾊﾟﾝﾊﾟﾝでしんどい。

なんか女の子の日とか全然こないし。

今日、仕事中、すっごいｲﾗｲﾗしてて

ﾔﾊﾞｲなぁって思った。

早く帰りたいなぁって思ったし。

忙しかったこともあるんだけど

たぶん女の子の日が近いんだろうね。

頑張れ。俺。

今夜のﾚｺﾒﾝ、全国放送から聴こうと思ってます。

だからそれまでにﾌﾞﾛｸﾞを終えなくては。

なんか聞いたところによると大倉さんは電話とか。

全国放送になってからだと有難いなぁ。

なんかそんな気はしてたけど。

なんか忠義さんって油断してると突然出てたりするし。(笑

あ。そうだ。

小早川先生について話そうか。(笑
恋する悪魔のヨコﾁｬﾝ。

もっそいｼｭっとしてた。

細身のｽｰﾂだったのに全然ﾊﾟﾂﾝﾊﾟﾂﾝともしてなくて

かっこよかった♥

でもｽｰﾂが派手〜。(笑
しかももっそいｲﾔなﾔﾂ〜。

あたしはこのﾄﾞﾗﾏを毎週見てるので

完璧気持ちがルカとか真琴先生とかに

いってるわけよ。



だから小早川先生がもっそいにくかった。（笑

なんかヨコのｲﾔなﾔﾂｼﾘｰｽﾞは有閑倶楽部の時

ちょっとあったじゃない???
あれ以来だよね。

なんか恋する悪魔のﾎﾑﾍﾟ見ててヨコのｲﾝﾀﾋﾞｭｰとかも

見たけどあたし覚えてる。

ﾏｯﾁさんと共演したﾄﾞﾝﾄｳｫｰﾘｰ。

あれ相葉ﾁｬﾝも出たよね???
めっちゃ懐かしい。

相葉ﾁｬﾝとヨコが並んで歩いてて

確か相葉ﾁｬﾝが青い服着てた気がする。

あの当時から相葉ﾁｬﾝはヨコにかっぺって呼ばれてたんだよなぁ。

ちなみに田舎ｯﾍﾟのかっぺね。(笑
あたし、ﾊﾟｿのﾒｱﾄﾞがｶｯﾍﾟだったもん。（笑

あ。あたし、今日、相葉ﾁｬﾝの写真見てたのね。

相葉ﾁｬﾝとヒナﾁｬﾝが一緒に写ってるの

あたしが持ってるだけで３枚あった。

ﾄﾞﾗﾏ楽しみ〜♥

また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif
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Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

只今、多忙につきｺﾒﾚｽ停滞中です。

すみません。(;∀;)
暇な時間みつけてﾎﾟﾁﾎﾟﾁさせていただきますので

しばしお待ちを。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁはとても励みになるので

２４時間お待ちしてます。

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.08.28 Fri 生ただﾁｬﾝがぁー。（泣

大倉担まひるですけどもー。

昨日、ﾚｺﾒﾝ聴けなかったぁー。(;∀;)
ﾗｼﾞｵの調子が悪く、聴こえたり聴こえなかったり。

２階にあるﾊﾟﾊﾟﾝのﾗｼﾞｵを持ちに行くには遅い時間。

生ただﾁｬﾝを拝めず。（ﾁｰﾝ

ガ━━━(´OдO｀|||||;)━━━ン!!!!

ROMESは１０月だし。

まだ８月なのに。

まだ１ヶ月半も待たないとならない。

じらしてくるなぁ。

昨日、結局ﾚｺﾒﾝが聴けなかったので

猿ﾛｯｸを見てたんですが

終ってからﾌﾞﾛｸﾞ書こうと思ったんだけど

あまりにも疲れすぎてて無理だった。

でも韓国版の花男が山梨でやってることを知り、

昨日録画したらすでに８話。

なんか多々違和感が···｡

なんかやっぱり日本版の花男のｷｬｽﾄに慣れているせいか

変な感じ。

なんかどうもそれはそれ、これはこれと割り切れない性格のため

やっかいである。

疲れているので短いけどほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.08.30 Sun 朝一から選挙だぜぇ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日帰ってきたのは１８時過ぎだったんだけど

２４時間TVに夢中になりすぎて

ﾌﾞﾛｸﾞ更新出来なかった。（笑

特ににぃに。

もうずっと泣きっぱで。

なんかﾎﾝﾄにいい家族。

にぃには突っ張ってばかりいたけど

最後はやっぱり家族を愛してたんだなぁって

思ったら涙が止まらなかった。

特に最後のお母さん宛への未送信ﾒｰﾙ見たら

うわーって思って

にぃには強がってたけどやっぱり

お母さんに感謝していたんだなぁって

ﾎﾝﾄにいろんなこと考えさせられるﾄﾞﾗﾏだった。

また亮ﾁｬﾝのお芝居がいいの。

黒木瞳さんや陣内さん、白川さん、山涼も

さすがだなぁって思ったし、

ﾎﾝﾄの家族に思えてきたもん。

にぃにはもっともっとやりたいことたくさん

あったんだろうなぁと思うと

ﾎﾝﾄ残念でならないです。(;∀;)
なんか１ﾘｯﾄﾙの涙は好きな人が病気で死んじゃうのを

ずっと支えてきた役だったでしょ???
で、今度は自分が病気で死んじゃう役だったわけで。

なんか考え深いなぁと思いました。

で、しゃべくり007でｼｹﾞと慶ﾁｬﾝが

猪木さんに闘魂注入していただいてるのをきゃっきゃ言いながら見てました。（笑

４時ぐらいまで見て寝ました。

なので今日はもっそい眠かったんですけど。



あたしの元彼がﾌﾟﾛﾚｽｦﾀｸで。（笑

まぁまぁ、彼女がｼﾞｬﾆｦﾀで彼氏がﾌﾟﾛﾚｽｦﾀとゆー

ﾊﾞﾗﾝｽのいい感じの最強のｶﾎﾟｰだったんですけど。（笑

元彼が猪木さんの「道」って本を愛読してまして。（笑

あたし曰くｦﾀ誌ですよ。

あ。そんな言い方したらいけないんだろうけど。

まぁ、そんな元彼も今となっちゃ他人のものなんですけども。（笑

もう終っちゃったかもだけど

横浜の新星堂でｸｲｽﾞｼｮｳの衣装が飾られてるんですよ。

見てぇー。

でも写真ﾀﾞﾒらすいので挫折。

行ける人は行っちゃってー。

終ってたらｺﾞﾒﾝ。

あ。そういえば今更だけど書かせて。

ヨコﾁｬﾝ、「左目探偵EYE」１０月３日２１時〜。日ﾃﾚさん。

ｽﾍﾟｻﾙﾄﾞﾗﾏｹﾃｲ。

あたしの中で今、いい感じの山涼と共演です♥

つーか山涼が主演なんですけども。

あと９月にNHKの土曜ｽﾀｼﾞｵﾊﾟｰｸにたらよしさんが出るとのこと。

もちろんROMESの番宣です♥

普通に仕事だし。

もちろんROMESの日も仕事ですけど何か???
ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

なんかﾃﾚｶﾞｲさんの成嶋きゅんのイルカを抱いた

ちょっと鼻息荒い顔が好きです♥

ｺﾑ友募集中でし。

お友達になってくださる方、



もしくはお友達でｺﾑをお使いの方はﾒｰﾙくだぱい。

右側にﾒｰﾙﾌｫｰﾑあります寄って煮。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.08.31 Mon ﾌｩｯﾌ〜。〜(^Д^〜)

大倉担まひるですけどもー。

ﾔｯﾎｲ。明日は待望の休みだぜぃ。

ちなみに昨日のうちにﾃﾝﾌﾟﾚ、９月の誕生日ﾘﾇに

変えました。

今日、４時間ぐらいしか寝てなくて眠いの

でも夜更かしｺｰｽだぜぃ。

あ。でも明日ｱﾏｿﾞﾝから荷物届くから爆睡もしてられないんだけど。

で、全然集まらなかった のｼｰﾙで

もらえるﾎﾟﾆｮのどんぶり、ｷﾞﾘｷﾞﾘｹﾞｯﾄ

ｼｰﾙが今日までで。

いやぁ、あたしってﾛｰｿﾝの回し者

もっそい可愛いよねぇ♥

つーか全然女の子の日にならないんですけど。

いよいよ、忠義の赤ちゃん妊娠か （逝け

まぁまぁ、想像妊娠ってゆー手もあるんですけど。（笑

どんな手 （笑

ﾔｯﾊﾞｲ。



ﾌﾞｻﾞｰﾋﾞｰﾄの山下くんがｶｯｺｲｲです

なんか今日、早く帰ってこれて２０分ぐらい見たんだけど

ぐぁーってやられそうになった。（←どんな表現。

胸がﾓﾘﾓﾘしてた時はどこいっちゃうんだろうって思ったけど

今は少し落ち着いて髪もあんまりもじゃもじゃしてなくて

ｶｯｺｲｲです♥

山久最高〜♥

〜(^Д^〜)
しかも私服ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ、ﾕﾆﾌｫｰﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝどっちも好きっす。

きゅんきゅんきゅん(○´艸`)
で、あいぶさきﾁｬﾝのずるいとこが嫌いです。

あの役、ﾎﾝﾄ性格悪い。

忠義からこじゃんと言ってくれないと。（ｷﾞｶﾞﾝﾄﾅﾂｶｼｽ。

あぁ〜。すずが好きだったのに。

もしくは「がんばっていきまっしょい」のあいぶさきﾁｬﾝ。

更に懐かしい。

８月も今日で終り。

あ。今日照ﾁｬﾝの誕生日だ。

いくつか知らないけど。（笑

おめでとう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡
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こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.09.01 Tue 憂鬱。

大倉担まひるですけどもー。

昨日すでにｸﾘｽﾀﾙ ｹｲﾁｬﾝのｱﾙﾊﾞﾑ届いていてﾌﾗｹﾞのﾌﾗｹﾞ

だったんですけど。

仁ﾁｬﾝ参加の曲もすごくいいです♥

で、買ったけど写真撮るの忘れていたｸｲｽﾞｼｮｳ。

しかもまだ開けてもないってゆーね

ってゆーかのん気にﾌﾞﾛｸﾞなんて書いてますが

実はﾏﾏﾝが出ていっちゃったのね。

昨日の夜にはもう居なかったみたいで。

それを今朝知ってﾏﾏﾝに電話したのね。

そしたら今日、愛育会があるからその時１度帰ってくるって



言ってた。

だからちょっと安心してﾌﾞﾛｸﾞ書いてるんだけど。

完璧に出て行ったわけじゃないってことだと思うし。

なんかでも誰も何も言ってくれないから

昨日仕事から帰ってきて普通に過ごしてしまった。

なんかでも凹むわ。

あたしってﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝが離婚したとしたら

ﾏﾏﾝに着いてくこと許されてないのね。

ﾊﾟﾊﾟﾝの面倒を見るのがあたしってなぜか決まってて

すごくｲﾔなんですが。

だから離婚して欲しくなくて。

なんでそこで選択肢ってないんだろう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2009.09.01 Tue 心配です。

亮チャンとやまぴーが新型インフルエンザにかかったみたいですね。

それで亮チャン24時間テレビの時

つらそうだったのかなぁって。

早くよくなって欲しいです。

心配です。



2009.09.02 Wed 仁ﾁｬﾝもじゅんのもあたしの宝だ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は携帯から失礼しました。

２４時間ﾃﾚﾋﾞの最中、手越くんも３９度の熱があったとのこと。

それなのによく頑張ったなぁって思いました。

で、亮ﾁｬﾝも顔色が悪くつらそうだった。

やまぴーとか全然そんな風に見えなかったのに。

やまぴーは来週のﾄﾞﾗﾏはなんとかなるそうですが

亮ﾁｬﾝの方は全然みたいで

改めて芸能界とゆー世界の大変さを知りました。

仕事に穴を開けることになるかもだけど

でもゆっくり休んでよく治して欲しいなぁって思います。

お大事に。

亮ﾁｬﾝややまぴーから新たな感染がないといいなぁって思います。

で、KAT-TUNのﾗｲﾌﾞPHOTOBOOKが届きました。

まだ全然開けてないけど。（笑

早く開けろよって話ですよねぇ。（笑

早速ﾁﾗっと見ました。

なんか改めてじゅんのがﾏｲｸ持って歌ってるの見て

初めてﾏｲｸ持って歌った時のこと思い出した。

泣きそうになった。

なんか振り付けの先生から大きく口を開けて歌うように

って言われてたらしくもっそい大口開けて歌ってるじゅんのが居た。



相方んちでそのﾋﾞﾃﾞｵが擦り切れるぐらい見て

相方にその歌い方は音痴だって言われたっけ。（笑

もちろん相方って空（＠章大）ですけど。（笑

なんかあのじゅんのがKAT-TUNのﾒﾝﾊﾞｰなんだなぁって。

なんか嬉しい。

いろんなことがあったけど田口担だったことも

仁担だったことも後悔はしてない。

むしろ誇りに思う。

全然無駄な時間だったとも思わないし、

幸せだったなぁって。

すごくいい思い出だなぁとも思うし。

そんな感じでPHOTOBOOK見てました。

あ。そだ。ﾏﾏﾝ帰ってきたんですよ。

昨日の夜ひょっこり。

で、またどこか行っちゃうかと思ったんですけど

とりあえずは行かないっぽいです。

でもあたしが仕事から帰ってきてから

姿が見えないんだよねぇ。

こえぇ。

今日は今からｼﾞｬﾆ勉の北海道ﾛｹのDVDをﾀﾞﾋﾞってもらったので

見たいと思います♥

久々のただﾁｬﾝだわ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2009.09.03 Thu ﾔﾝｼﾞｬﾆ。

大倉担まひるですけどもー。

つーか情報局に中島健人くんの名前で入ったのにﾌｧﾝ名のとこが

ｼﾞｬﾆｰｽﾞｼﾞｭﾆｱになってるんですけどぉー。（←不満。

何それ。

ｶﾞｯｶﾘ。

ｼﾞｭﾆｱ情報局なんだからｼﾞｬﾆｰｽﾞｼﾞｭﾆｱは当然でしょ???
中島健人って印刷してくれよ。

あたししばらくしたら会員証再発行しよ。

中島健人って書かれるまで再発行してやる。（笑

それで昔の情報局のﾊｶﾞｷを見てたのね。

関西ｼﾞｭﾆｱﾌｧｰｽﾄﾗｲﾌﾞ。

行ったねぇ。

懐かしいー。

何気に網羅してたよ。

某くん好きだったからね。

で、１番最初の松竹座（ｻﾏｽﾍﾟ）はﾁｹｯﾄ当たって（当然

行くはずだったのね。

花道横だったんだけど。（笑

元担出てたし。

だけど体調崩して行けなくなって

その時のﾁｹｯﾄがあまりにもさばけなかったので

東ｼﾞｭを日替わりでｹﾞｽﾄ付けることになったのね。

で、あたしの行く日が両日やまぴーで。

それで山下担の友達に譲ったんだけど

なんか結局やまぴーの都合がつかなくて

出なかったってゆーひどいｵﾁで。

友達はそれだけのために大阪まで行ったのに。

よくよく考えたらひどい話だよねぇ。

あとﾔﾝｼﾞｬﾆとか。（笑

懐かしすぎる。



何気滝MASKとか元担出てたし。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞｼﾆｱってのもあったよね。

TOKYO浜松町とか。（笑

よくよく考えるとすごい名前だと思う。（笑

また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♡

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.09.04 Fri ｼﾞｬﾆ勉北海道ﾛｹ感想。

大倉担まひるですけどもー。

あ。そうそう昨日、ｼﾞｬﾆ勉の北海道ﾛｹのやつ

見たのね。

終始ﾋﾞﾋﾞﾘ気味な忠義にｳｹる。

なんか章大はさすが野生だね。

（↑浪花のﾁﾝﾊﾟﾝｼﾞｰ。

どんな動物にも怯まない。

むしろ食べちゃいそうなぐらいに可愛がってる。（笑

忠義なんてなんか常に遠目で見てたもんね。（笑

そんな忠義が可愛い(○´艸`)んですけど。（笑

ヒナﾁｬﾝの大蛇の時とか尋常じゃなくてｳｹた。

あたしももっそい蛇とか苦手だけど。（笑

大蛇をぜひ忠義に巻いて欲しかった。（笑

（↑鬼。悪魔。

忠義のきゃーきゃー言う声が想像できるもん。

で、絵を描く時に忠義が１番害のなさそうなｱﾋﾙﾁｬﾝを

描いててｳｹた。（笑

どんだけﾋﾞﾋﾞﾘやねん。（←なぜに関西弁。

いや、なんか亮ﾁｬﾝとか居たら言いそうとか思って。（笑

大食いの時とか忠義が以外にも食べてなくて

がっかり。(´· ·`)ｼｮﾎﾞｰﾝ
２ｺとかあたしでも普通に食べれそうよ。（笑

ヒナﾁｬﾝとかもっそい頑張ってたのに

引き分けでいいですか???
って何交渉してるんですか!!!!!

でもあの鷹はﾏｼﾞ怖いと思う。



ヨコちょも腰引けてたし。（笑

すばるもﾁｮｰﾋﾞﾋﾞってたし。

忠義なんて言い訳して逃げようとしてたし。

でも野生児のやっすんは楽しそうだった。（笑

あたし、あのﾊﾞｷﾞｰのくだりが１番好き♥

あたし絶対忠義は食べれない運命なんだろうなぁって

思ったもん。

大倉担のﾍﾀﾚｱﾝﾃﾅが５本立ってた。（笑

また食いしん坊の忠義がお預けくらうんだろうなぁって

思ったもん。

だってｴｲﾄ的にそれが１番おいしいもん。（笑

大型二輪の免許取ってあの結果ってのも

ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ。忠義。

忠義さん、ﾅｲｽです。

なんか久々にｶﾞｯﾂﾘｴｲﾄの番組見たなぁ。

なんかCan！ｼﾞｬﾆなんて撮りっぱだよ。

亮ﾁｬﾝと丸ﾁｬﾝの高尾山以来見てない。(;∀;)
もうだって忙しくて見れないから

どんどん溜まってくんだもん。

まとまって２時間とか３時間とか時間が取れないから

まだﾄﾞﾛｯﾌﾟも見てないし。

でも毎日韓国版の花男は見てるんですけど。（笑

花沢類がヨン様にしか見えないけど。

ﾋｮﾝｼﾞｭﾝがねぇ。

でもあたしはやっぱり花沢類か西門さんだけどね。

あ。でも日本版では最後の最後ぐらいに道明寺に落ちるんですが。（笑

どーみょーじー!!!!!(ノД`)



いやぁ、ｲｹﾒｿの話は尽きなくていいねぇ。

で、ところで疑問なんですが左目探偵EYEはヨコが山涼に角膜あげちゃうんでしょ???
じゃヨコの左目は???
角膜で思い出したんだけど

あたし、免許の更新だ。

視力検査が１番怖いんですけど。

無事に通りますように。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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あおいさん（＠丸ﾁｬﾝ）
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あおいさん（＠丸ﾁｬﾝ）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あたしでよかったらぜひぜひ絡んでください。

もうこちらからお願いするぐらいの勢いです。

よろしくお願いします♥



2009.09.04 Fri ｵﾙﾄﾛｽ前に寝る予定ですけど何か???

大倉担まひるですけどもー。

今日はゆっちの２６歳の誕生日ですね。

どんぴしゃゆっち世代なんで過敏です。（笑

上田氏ともﾀﾒなんですが上田氏とは

誕生日が２日ぐらいしか違わないんで

すごく親近感を覚えます

そんなわけでゆっち誕生日おめでとう。

で、とうとう買ってしまった。（笑

（↑HSJのDVDとついでに買った初回A盤。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
これでとりあえずｼﾞｬﾆｰｽﾞのﾃﾞﾋﾞｭｰ組のCDもしくはDVDは

持ってるってゆーね。

あ。でもHSJはCD２枚持ってたなぁ。

未だにﾒﾝﾊﾞｰ全員の名前と顔が一致しないけど。

なんかあたしだけDVDの映像の下に名前のﾃﾛｯﾌﾟ出ないかなぁ。（笑

そんなﾗｲﾌﾞDVD見たこともねぇー。

あ。そういえば今日のｵﾙﾄﾛｽの犬って生放送特別編らしいね。

それにもしかしたら亮ﾁｬﾝも出れるかもしれないって話ですけど。

そんなに撮影間に合ってなかったんだ???と思って。



ﾎﾝﾄにｷﾞﾘｷﾞﾘで撮影やってたんだね。

ROMESなんて余裕ぶっこきですよ。（笑

ROMESと言えばイルカﾁｬﾝ。

あたしのイルカﾁｬﾝは９月８日に出荷予定らしいです

もうすぐだぁー。

毎日毎晩イルカﾁｬﾝを抱いて眠るんだい。

成嶋きゅんの夢が見れそうー♥

うちのｵｵｸﾏのたっくんと一緒に大切にしよう。

絶対ROMES見る時にその２ｺを抱っこして見るんだ。

ほーら。ﾊﾟﾊﾟでちゅよー。って言いながら。（笑

（↑撲殺。

いや、あながち間違ってないし。

たっくんのﾊﾟﾊﾟは大倉忠義だし、

イルカﾁｬﾝのﾊﾟﾊﾟは成嶋きゅんだし。

とゆーことはたらよしさんとあたしの可愛い子供ってことになるわけで。

（↑ﾆﾔﾘ(　‾ー‾)

って今日寝てなくて今もっそい眠いんですけど。

またｵﾙﾄﾛｽ見れそうにないです。

起きてる自信がねぇ。

眠すぎてﾊﾟｿｺﾝの画面見る目も怪しいので

さよーなりー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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ｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
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2009.09.04 Fri ﾄﾞﾘﾎﾞ、今日からｽﾀｰﾄです&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、ｵﾙﾄﾛｽで亮ﾁｬﾝお仕事復帰してましたね。

良かったです。

なんかしかもあたし、３週見てなくて

全く話についていけませんでしたけども。

まさにﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄです

なんかあたしの思ってた展開と全く違った。

ってゆーか亮ﾁｬﾝ更に痩せた???
なんか今日の服装のせいだけかもだけど

もっそい鎖骨が出てて

やっぱり痩せたよなぁって思ったんですけど。

あ。結局あたし、ｵﾙﾄﾛｽまで起きてましたね。（笑

なんか眠気が飛んだ。

そうそう書くの忘れてたけど

今日からﾄﾞﾘﾎﾞ始まったんだよね。

結構休みなく続くみたいだけどみんな頑張って欲しいです♥

すばる、せっかくの舞台観に行けなくてｺﾞﾒﾝね。

また何かの機会で会おうね。

きっとすばるのことだから体重落ちちゃうかもだけど

たくさん食べてなるべく体重維持して頑張ってね。

あ。なんかまだｼﾞｬﾆの「０号室の客」っていう

劇団演技者みたいなﾄﾞﾗﾏが始まるみたいで嬉しいです

２話に丸ﾁｬﾝとやっすんが出るとか。

で、ｽﾄｰﾘｰﾃｰﾗｰにヨコ。

毎週録画して見ようー♥

なんかもうヨコﾁｬﾝ、引っ張りだこじゃん。



４話がヒナﾁｬﾝって出てたなぁ。確か。

楽しみ〜♥

あ。そういえば劇団演技者で相葉ﾁｬﾝとヒナﾁｬﾝ共演してたよね。

ﾀｲﾄﾙ忘れたけどｷﾞｬﾝﾌﾞﾙのお話。

あれ、面白かったなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ、只今停滞中です。

すみません。(;∀;)
時間に余裕みつけてやりたいと思ってますので

しばしお待ちを。

BUT、ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁはとても励みになるので

２４時間お待ちしてます。

あと何かありましたら右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

ｺﾑ友、ﾒﾙ友も大歓迎です。
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ﾒｰﾙﾌｫｰﾑからどぞ。
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2009.09.05 Sat MAJIでくたばる５秒前。

大倉担まひるですけどもー。

やっと昨日女の子の日になりました。

なんか全然こなかったからちょっと焦ってた。

いやぁ、良かった。良かった。

なんか今日ずっと棚卸やってて

疲れた。(;∀;)
出勤してから１９時半ぐらいまでかかったもん。

それなのに店長は１８時から事務所の人の送別会行ってて

しても出ないし。（死

そう、店長が代わったんだよね。

前の店長が戻ってきて。

もう働きづらくて。

ちょっと辞めたいです

ってみんなも言ってる。

なんかすぐ裏に呼んで説教するし。

あたし、今日すでに１回呼び出されたし。

で、この店長、裏に呼び出して仕事を押し付けるけど

自分は絶対やらないのね。

それが１番の不満。

なんかこの間まで店長やってた人は

自分も掃除とかするし、ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲもやるのね。

でも今の店長は絶対やらない。

なんか店長机にふんぞり返ってｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞしてる。

だからみんなに嫌われてるんだけど。

っていきなり愚痴ですまみせん

あ。今日は「ﾁｭｰﾎﾞｰですよ」に亮ﾁｬﾝだね♥



何気に深夜番組じゃないとｴｲﾄが見れないってゆーね。(;∀;)
ｼﾞｬﾆが見たいから仕事辞めたいって言ったらどつかれるだろうなぁ。

目の付け所がｼｬｰﾌﾟでしょとか言えんのか。

あ。冗談です。（笑

仕事辞めません。

そのうちあたしくたばるな。

あぁ。亮ﾁｬﾝ見て癒されようー♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2009.09.06 Sun １２周年おめでとう。

TADAYOSHI OKURA
RYO NISHIKIDO
SHOTA YASUDA

RYUHEI MARUYAMA
入所１２周年おめでとう!!!!

なんか同じ日に入所した４人が（丸ﾁｬﾝは２回目だけど）

今も活動しててしかも同じｸﾞﾙｰﾌﾟで活躍してる。

すごく喜ばしいことだと思う。

時にはぶつかることもあると思うけど

でも１２年前の今日があるから今があるんだと思う。

それが嬉しい。

忠義のこと好きになって９年ぐらい経つけど

やっぱりｴｲﾄになって変わったなぁって思う。

ヒナﾁｬﾝもたつが１番変わったって言ってたけど

あたしもそう思う。

忠義のその成長が嬉しい。

１２年前の出会いに乾杯。

１３年目もいつも前見て頑張って欲しい。

ﾎﾝﾄにおめでとう。

2∞9.9.6　関ｼﾞｬﾆ∞　大倉忠義担当*福原まひる。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2009.09.06 Sun ようこそ我が家へ。

大倉担まひるですけどもー。

とうとう我が家にもやってきました

イルカﾁｬﾝです♥

８日に発送予定だったんだけど２日早まって

今日、届きたてほやほやです

抱き心地も最高で成嶋くんの夢が見れそうな予感。（笑

そう、それよりｲﾍﾞﾝﾄ。

予想してたことが現実に。

ﾒﾝﾊﾞｰが二手に分かれるとゆーことです。

せっかく当たっても忠義と章大が居なくちゃ意味がないんです。

だからﾄﾞﾘﾎﾞ終ってからで良かったのにぃー。

あぁ、忠義と章大居なかったらめっさ凹むわ〜。

って飛行機でびゅーんって来てｴｲﾄﾒﾝ全員参加とかに

ならないのかなぁ。

でも１日２回回しでしょ???
それは無理だよなぁ。

あぁ。もう考えたくない。

そんな自分中心のことしか考えられない自分がｲﾔだ。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2009.09.06 Sun ROMES体制ﾊﾞｯﾁﾘです。

大倉担まひるですけどもー。

今日、お腹痛くて３時間の間に薬４錠飲んだ。（通常は６時間に２錠

このぐらいならまぁ、普通かなぁと思って。

どうしても立ち仕事だからお腹痛くても座ることが出来なくて

帰りぐらいにはだいぶ良くなってたけど。

今日はイルカﾁｬﾝでﾃﾝｿﾝ上がってた

これと同じ物を成嶋きゅんが持ち歩いてるのかと

思うと上げ上げ

もう に帰ってずっと抱き抱きして

いたくて早く仕事終れ〜って思ってた。（笑

もう触り心地がすっごくよくて

ただﾁｬﾝもずっと抱えて置くのも忘れちゃうぐらい可愛いﾔﾂだと

思ったね。

(ﾉ∀｀)ﾃﾍﾍ

ROMESの原作本も買ったし。

読むのはﾄﾞﾗﾏ終ってからにしようと思ってるんだけど。

なんか買うのは高いしなぁと思ってたんだけど

ちょうど文庫本が発売になったんだよね。

それで買おうって本屋に寄ったのね。

ﾅｲｽ、俺。

そう、ずっとﾄﾓｺﾚを欲しいって思ってるんだけど

なんせDSを持ってないから一からなのよ。

だからｲﾍﾞﾝﾄに行けなかったら買おうって思ってるんだけど

それまではあおずけかなぁ。(;∀;)
ｲﾍﾞﾝﾄのことで頭いっぱい。

とりあえずやっぱり東京を申し込むつもりだけど



当たるのぉ〜

しかももし自分が当たっても相方がﾊｽﾞﾚてたら意味ないじゃん。

その逆もあり。

なんでﾍﾟｱじゃないのよ

もうﾎﾝﾄ意味わかんな〜い。

そうそう、ﾏﾏﾝから結婚式の引き出物のｶﾀﾛｸﾞをもらったんだけど

それ食べ物限定で。

何にしよう。

ｱｲｽｸﾘｰﾑかｹｰｷがいいなぁって思ってるんだけど。

後でまたｶﾀﾛｸﾞ吟味しよー♥

今日、おしゃれｲｽﾞﾑ見てたらイモトさんで。

２４時間ﾃﾚﾋﾞ後３日目のふじっきーとのﾛｹの映像が映ったんだけど

もっそい体中痛そうだった。

あたしの中で１番それに近かったのは

sujuの武道館でのﾌｧﾝﾐ。

武道館の階段を小走りに２時間ぐらい上がったり下ったりしてたから

その日はそうでもなかったんだけど

次の日体中ｶﾞﾁｶﾞﾁで。

あれほど筋肉痛になったのは最初で最後かも。（笑

（↑ｦﾊﾞﾊﾞか

まぁ、そんなイモトさんとあたしの筋肉痛を比べるのも

おこがましいんですが。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

只今多忙につきｺﾒﾚｽ停滞中です。

すみません。(;∀;)
時間みつけて必ずやりますので

しばしお待ちを。

ﾌﾞﾛｸﾞをお持ちの方はｱﾄﾞﾚｽ載せていただければお礼に伺います。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁとても励みになりますので

２４時間お待ちしてます。

何かありましたら右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

ｺﾑ友、ﾒﾙ友も大歓迎です♥

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑからどぞ。
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2009.09.07 Mon あたしって天才かも。（笑

大倉担まひるですけどもー。

なんか１度ﾊﾟｿ立ち上げてｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰの更新で

再起動しようとしたらﾊﾟｿがおかしくなって

BIOS立ち上げて原因調べようとしたら

HDDにｴﾗｰが出てﾋﾟｰってずっといってて

ﾔﾊﾞｲ。壊れたと思って諦めて一端電源落として

しばらくして電源入れたら普通に動いたんだけど

ﾃﾞｰﾀ全部消えてるだろうなぁとしょげてたら

全然。

そんなわけであたし天才と思って

ﾌﾞﾛｸﾞを更新してますだ。

もうこのﾊﾟｿが壊れたら新しく買おうと思ってたから

どうしようかなぁってしばらく考えたもん。（笑

でもそろそろ新しいﾊﾟｿ買うこと考えよう。

さすがに９年ぐらいになるし。

で。

ROMESです

結局買った。

ﾄﾞﾗﾏ終ってから買おうと思ってたんだけど

なんか本屋で帯に大倉忠義って書かれてたらもう♥

成嶋きゅんを大倉忠義と想像して読むのも



ありかと思ったんだけどやっぱりﾄﾞﾗﾏを毎週ﾜｸﾜｸで見たいから。

なので封印です

昨日の腹痛に続き、今日は頭痛です。(;∀;)
もう仕事に行く前から頭痛いし、

体中痛くて起きるのがやっと。

薬飲んだけどそれでもやっぱり頭が痛い。

そういや、帰ってきたら

青封筒が届いてて。

しかも２通も。

薮くんの舞台とｷｽﾏｲのﾂｱｰの申し込みだった。

ちょっと青封筒とか届くと無駄に驚くとゆーか。（笑

健人くんってﾃﾞﾋﾞｭｰしてるから誰かのﾊﾞｯｸにつくとかは

ないよね

なんか扱いが微妙だからﾄﾞｷﾄﾞｷなんですけど。（笑

（↑THEﾁｷﾝ。

つーかつーか。

もうﾎﾝﾄ、こみねさんとかいい加減にして欲しい。

一応、田口さんはまだ２３歳で将来もある人なのに

こみねさんは自分は仕事がなくなってもいいって。

いや、あなたはいいかもだけど

田口さんが仕事なくなったらどうするのよ。

無責任発言にもほどがある。

もう凹みますわ〜

あ。やまぴーも仕事復帰おめでとう。

無事によくなって良かったです

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.09.09 Wed 成嶋きゅんに早く逢いたい。

こんばんわんつー。

大倉担まひるですけどもー。

お腹が痛くて携帯からパチポチやってます。(ﾉД`)

博貴の誕生日が00時ジャストに祝えません。

すみません。

体調悪くて昨日も20時には爆睡しておりました。

あたしの場合人より女の子の日の痛みが激しく

しかも5日6日ぐらいまで酷いのです。(ﾉД`)
前はそんなことなかったんだけどね。

今日、ジョンを見てイルカﾁｬﾝを持つ成嶋くんに

きゅんとなりました。(笑)
あたしも今イルカﾁｬﾝを抱きながらこれ書いてるんですけど。

まだヲタ誌買ってなくてお友達から送られてきた

Dr.大倉に胸きゅんしてました。(´艸`)
あれはタバイです。

まひるたそ死んだうバージョンです。(笑)

早くヲタ誌買ってこよー。



2009.09.10 Thu ピロキ２３歳おめでとう。

HAPPY BIRTHDAY
HIROKI UCHI

23th!!!!

博貴、２３歳おめでとう。

もう全然博貴に逢えてないけど

でも気持ちはずっと８人のままだと思ってる。

でも時々思う。

博貴は新しい道を歩いてるのに

いつまでも８人って言ってていいのかなぁって。

なんかうまく答えが出なくてｺﾞﾒﾝ。

でもいつも博貴の周りには７人が居て

eighterも傍にいるってこと。

それはずっとこれからも変わらない。

２３歳ﾎﾝﾄにおめでとう。

そしてこれからも傍にいるよ。

来年は博貴に逢えたらいいなぁ。

２３歳という年が博貴にとってHAPPYでありますように。

2∞9.9.10　　関ｼﾞｬﾆ∞　大倉忠義担当*福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.09.11 Fri やっすん２５歳ﾊﾋﾟﾊﾞ。

HAPPY BIRTHDAY
SHOTA YASUDA

25th!!!!

章大、２５歳おめでとう。

今一番章大の傍にいるのが忠義。

雑誌とか見ててもすごく楽しそうな姿が

目に焼きついてる。

なんか章大が羨ましいです♥

はっきり言ってｼﾞｪﾗｼｰさえ感じてます。（笑

まぁ、それは冗談だけど

章大と忠義の絡みが大好きです♥

これからも忠義の支えで居て欲しいなぁって思います。

同じ日に事務所に入って１２年。

みんなのﾌｫﾛｰがあったからこそ

今の忠義があるんだと思ってます。

ありがとう。

すごく章大は優しくて

暖かくてｴｲﾄﾒﾝの支えになってると思う。

すごく場を和ます空気を持ってるし、

いじられてる章大がすごく好きです♥

これからもいじられ倒してください。（笑

２５歳、ﾎﾝﾄにおめでとう。

２５歳の章大がHAPPYで過ごせますように。



2∞9.9.11　　関ｼﾞｬﾆ∞　大倉忠義担当*福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.09.11 Fri おっちょとかおっちょとかおっちょとか。

大倉担まひるですけどもー。

ﾊﾟｿが今にも壊れそうなので

新しいﾊﾟｿを買おうかなぁと思ってるわけで。

でもｲﾍﾞﾝﾄ前だし、あんまりお金使いたくないってゆーか。

調子が悪いので富士通さんに したけど

改善されなくてやっぱり新しいﾊﾟｿにした方がいいって

言われました。

でも安い買い物じゃないし、

どうしようかなぁって。

しばし考えます。

でも今のﾊﾟｿにすっごい愛着があって

なんとなくね。

そう、それで今月とか来月とかﾊﾞﾀﾊﾞﾀしてるわけで。

ﾊﾟｿのこともそうだけど、免許の更新、

ｲﾍﾞﾝﾄ申し込みとかいろいろ。

なんか頭がﾊﾟﾆｸってます。

ﾀﾝｸが小さいのですぐﾊﾟﾆｸります。

仕事も相変わらず忙しいし。

そんなわけで最近何も見ていません。

昨日の嵐ちゃんでさえ見ていません。

でも猿ロック見てｱﾎだなぁと思ってうきゃうきゃしてました。

あにや（←すでに漢字忘れた。）と同じ人とは思えないけど

楽しそうなのに変わりはなく。

何かの番組でｲｯﾁｰの握手会の様子が映ってたんだけど

すっごい丁寧でﾌｧﾝとのふれあいの場を楽しんでる

ｲｯﾁｰがすごくかっこよかった



あぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁあ。

明日は土曜ｽﾀｼﾞｵﾊﾟｰｸの日ではないですか

ROMESの記者会見ですよ。

あたしの はNHKが
ほぼ映らないのでﾀﾞﾋﾞはお友達に頼んで

あとはﾜﾝｾｸﾞで見ます♥

つーかNHKの代金払ってるのに見れないってどーゆーこと

腹立たしいんですけど。

うちのNHKの明細、ひいじいちゃんの名前だからね。（笑

その時代からお金払ってるんだからｼｬｷっと映してください。

なんか１０月から録画する番組が多くてHDD足りるかなぁ。

なんか夏でさえいっぱいいっぱいだったのに。

しかもあたしの頭の容量も小さいから更にいっぱいいっぱいに

ならないかなぁ。（笑

そして最近学んだこと。

神木隆之介くんがｶｯｺｲｲということ♥（笑

（↑己はいくつ下まで なんだよ。

年齢的に でしょ???（笑

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

でも年上とかも全然ありなんだよね。

おっちょとか。（笑

おっちょは昔から大好き♥

あと佐藤浩市さんとか。

ｽﾃｷ俳優さんは大好き♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
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http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.09.11 Fri 後１週間で。

大倉担まひるですけどもー。

結局ﾈｯﾄで新しいﾊﾟｿ買った。

１週間ぐらいで届くらしい。

ﾌﾟﾘﾝﾀｰも買ったんだけど置く場所がねぇ

と後から思ってみた

SHOCK ME。(;∀;)
１週間以内に部屋片づけようー。

で、外付けのHDDも思い切って買おうと思って。

それで新しいﾊﾟｿにﾃﾞｰﾀ落とそうと思って。

なんか富○通さんに相談した結果ずっと使えるしって

言われたからねぇ。（笑

今使ってるﾊﾟｿのHDD外してｹｰﾌﾞﾙで繋いで

新しいﾊﾟｿにもﾃﾞｰﾀ落とせるみたいで。

そのｹｰﾌﾞﾙだと２０００円ぐらいで出来るんだけど。

不安だから辞めた。（笑

で、古いﾊﾟｿも処分したいんだけど

ﾃﾞｰﾀ移してからでも出来るのかなぁ???
富○通さんで。（笑

あ。どうやら出来るらしい。

でも６０００円ぐらいかかるみたいで。

しかも１台目のﾊﾟｿも処分しようと思ってて。

２台で１２０００円かよー。

たかっ!!!!
ﾏﾏﾝに言ってﾗｯｸを買ってもらおう。

ﾎﾝﾄはﾌﾟﾘﾝﾀｰもHDDﾚｺｰﾀﾞｰもDVDも全部置けちゃうような

ﾗｯｸが欲しいんだけど

なかなかお値段が

なのでとりあえずﾌﾟﾘﾝﾀｰが置けたらいいや。

（↑すごく雑。

誰かﾗｯｸ買ってぇー!!!!



お腹空いた···｡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2009.09.12 Sat ﾗｷﾗｷﾍﾞｲﾍﾞｰ生活。

大倉担まひるですけどもー。

今日はめっちゃ涼しい。

Tｼｬﾂじゃ寒いぐらい。

そうそう、安いﾗｯｸを発見したのよ。

そこは業務用の棚を作ってるとこで１万円以内で

買えそう♥

なのでHDDﾚｺｰﾀﾞｰもﾌﾟﾘﾝﾀｰもDVDも収納できそうです

まぁ、組み立てるのは弟に手伝ってもらうとして

あたしのﾗｷﾗｷﾍﾞｲﾍﾞｰ生活が待っている。

そんなわけで１週間以内になんとかします。

やることいっぱいありすぎて頭がﾊﾟﾝｸしそう。

まずはﾗｯｸから手をつけないとなぁ。

昨日、ｵﾙﾄﾛｽ途中まで見て寝ちゃった。

あまりにも眠すぎて我慢出来なかった

なのでAｽﾀも松ﾁｬﾝとか見たかったんだけど

寝てもうた

撃沈もいいとこ。

まぁ、早く寝れば快適なお目覚めがお約束されてるわけで。

そんなわけで７時から起きてますだ。

でも書く内容が浮かばず

未だにｦﾀ誌も買ってないのでその話題にも触れられず

もう子供だからﾗｷﾗｷﾍﾞｲﾍﾞｰな生活にｿﾜｿﾜしちゃって

何も考えられない。（笑

でも問題はHDDﾚｺｰﾀﾞｰに繋がってるｺｰﾄﾞが短いので

それが届くかどうか

たぶん無理くさい。



そしたら もﾗｯｸに乗せないと無理!!!!

まぁ、いずれ新しい 買ったらそのつもりだったからいいんだけど。

あぁぁぁぁぁあ。

ﾗｷﾗｷﾍﾞｲﾍﾞｰの生活のせいで落ち着かねぇ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.09.12 Sat 唯一納得の言ってない出来事。

大倉担まひるですけどもー。

ｸﾞﾘﾑｽが大人になりました♥

今回は月の形ですね。ﾑﾌ。

なんか天気が悪くて偏頭痛がします。(;∀;)

急に寒くなりましたよね

のせいですか

明日も今日ぐらい寒いみたいだし。

それでもTｼｬﾂなんですけども。（笑

あ。つーか。

今日の土ｽﾀﾊﾟはROMESじゃなかったんですか

あたし、仕事だったんでﾜﾝｾｸﾞで録画予約してったんですけど

最初のちょっとしか見れなくて全部映ってなくて

見れなかったのでわからなかったんですけど。

もしかしてあたしって残念なﾔﾂですか

久々のただﾁｬﾝだったのにー

しかもﾔｷｿﾊﾞﾏﾝのただﾁｬﾝ、初見だったのにー。

まぁ、いいや。

お友達に録画頼んであるし。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

うー。頭痛い

そうそう、今日出かけるまで気がつかなかったんだけど

昨日、 で天気予報見て

そのまま寝ちゃったみたいで画面が天気予報になってた。

どんだけ〜



気になるから後で土ｽﾀﾊﾟ、ゆーちゅーぶで見てこよー。

動くﾔｷｿﾊﾞﾏﾝが見たいんだもん。もん。もん。(ﾉ∀｀)

なんか１週間も仕事でぼんやりしてると

部屋が異常に汚くなるんですけど。

相葉気質???（笑

いや、さすがに布団の中からTｼｬﾂとか何枚も出てこないけど。（笑

なんか郵便物とか雑誌とかDVDとか。

ざっくり積まれてますけど何か

そうそう大きいﾗｯｸも買う予定なんだけど

そのﾗｯｸやさんで小さい緑色のｺﾞﾛｺﾞﾛがついたﾗｯｸも

売ってて欲しいなぁと思って。

赤も可愛いんだよねぇ。

なんかそういえば思い出した。

滝沢演舞城に忠義とヨコが出てた時観に行ったんだけど

まだ外をうろっかしてたら が急に降ってきて

近くに傘やさんがあったので

入ったのね。

あたしはﾌﾞﾀの折り畳み傘を吟味してたのね。（笑

（↑そんな年でもねぇだろ

そしたら空（＠章大）は自分は水色の可愛い傘を買って

あたしには宇治金時みたいな色の傘を有無も言わさず

持たされました。（笑

そうです。安田ｶﾗｰと忠義ｶﾗｰを狙ったようですが

あたしのだけﾊﾞﾊﾞｸｻｲんだよなぁ。

あたしと空の中で唯一納得の言ってない出来事でした。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2009.09.13 Sun 安倉の並んだ姿に鼻血もん。

大倉担まひるですけどもー。

足腰ﾊﾟﾝﾊﾟﾝ

なんか足がむくんでﾊﾟﾝﾊﾟﾝ過ぎて

床に座るのが困難だもん

いや、座ってるけど。

でもかなり痛いんだって

ﾎﾝﾄに

で、職場で嵐のﾍﾞｽﾄ盤を彼女に焼いてもらったと

同僚が言ってたので「焼いて♥」ってお願いしました。

ﾃﾍ(ﾉ∀｀)
で、同僚が「俺はにのと松潤とﾀﾒだから。」って自慢毛が生えてたけど

あたしもなんですけどぉー。（笑

ちなみにゆっちも上ﾌﾟもﾀﾒだから

自慢毛ﾎﾞｰﾎﾞｰ。（笑

そうそう、今朝、ﾗｯｸを注文しました。

金曜日までに届くといいんだけど。

やること満載ありすぎてもしかしたらﾌﾞﾛｸﾞの更新も

ちょっと出来ないかも。

（↑そこまで忙しくはないか。

郵便物もｼｭﾚｯﾀﾞｰがないので確認して破かないとならないし、

雑誌も片づけてﾗｯｸがいつ届いてもいいようにして

外付けのHDDも買いに行かなくちゃならないし、

でもﾃﾞｰﾀ移したりする作業が終らないと金曜日は確実に

ﾊﾟｿ使えないんだよね。

これが連休だったらいいのに。



またﾊﾟｿ届いて部屋片付いたら写真UPしますわ。

まひるのｦﾀ御殿をご披露しますわ。

あ。そういえば土ｽﾀ

１分ぐらいしか出てなかったんだね。

ゆーちゅーぶで見て鼻血出してみた。

動くﾔｷｿﾊﾞﾏﾝを見てご満悦♥

なんか未だに慣れないのが新入社員安田。

なんかちびっこ加減が余計に強調されてる。

あのｾﾝﾀｰ分けも気になる。

でもちびっこ安田を見て自分と同じぐらいの身長なので

忠義と並んでる姿見てﾆﾝﾏﾘ。(‾ー‾)ﾆﾔﾘ
ふっふっふ。

と世の中の大倉担はそんな感じでやっすんのことを見ている

気がする。（笑

動機が不純だ。

あたしは亮倉ｺﾝﾋﾞも好きだが安倉も大好きなのだ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2009.09.14 Mon 時間がなくてｺﾞﾒﾝなぱい。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、遅くまで眠れなかったから

今日は起きたのもちょっと遅く。

でもﾌﾞﾛｸﾞ書く余裕はちょっとあるらしい。

なんか今月結構書いてるよね

一応３０ｴﾝﾄﾘｰを目指して毎月書いてるんだけど

なかなかね

それでも最近いい感じのﾍﾟｰｽで書けてると思う。

まぁ、内容は薄っぺらいけど。(;∀;)

なんか昔の方が内容濃かったよね

それだけエイトにも会えてたし、 も雑誌も見てたし、ﾚｺﾒﾝも聴いてたけど

今、ﾎﾝﾄ雑誌ぐらいじゃん

継続出来てるのって。

最近なーんも。

休みの日も忙しくしてるか疲れて寝てるかだし。（笑

なんか全然DVD見ようとか意欲がわかないぐらいしんどい。

なんかしかもあたしの部屋の が１４ｲﾝﾁで視力の悪いあたしには

見づらく、ﾊﾟｿｺﾝでいつも見てるんだけど

最近ﾊﾟｿｺﾝの調子が悪くDVDを読み取ってくれないの。(;∀;)
まぁ、それももうすぐ改善されるんですけど。

さぁ、仕事行ってこよー♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.09.14 Mon 腐っても鯛。

大倉担まひるですけどもー。

明日、 もだし、部屋も片づけないとだし、

忙しい。

どうやらﾗｯｸが水曜日には届くらしくて帰ってきたら即組み立てないと。

なんか今週はﾊﾞﾀﾊﾞﾀの休みになりそう。

外付けのHDDも明日か明後日で、買い次第ﾃﾞｰﾀ移さないと

全然時間が足りない。

まぁ、そんな感じのﾗｷﾗｷﾍﾞｲﾍﾞｰ生活です♥

今日、後輩の誕生日でｹｰｷ買って持ってた。

２２歳ですって

激しく裏山なんですけど。

あたしももうすぐ誕生日なんですよー。

来月で２６歳になります。(;∀;)
何気ﾌﾞﾛｸﾞ始めた時は２１歳だったのに。(;∀;)
びっくりだよね。

そんなにﾌﾞﾛｸﾞ続けてることに。（笑

いつまであたしのﾌﾞﾛｶﾞｰ生活は続くんだろう。

あ。今日、HSJのFCの振込み用紙が届いて

ちょっと迷った。（笑

だってひかりんがｶｯｺｲｲんですもん

ただﾁｬﾝに某毛の心配をされたひかりんですが

もうすっかり大人です。

ｲｹﾒｿです♥

なんかそれより嵐のFCに入れよ って感じですが。

出た もちのろんで相葉名義ですか???
最近相葉熱がﾊﾟﾈｪのよ。

やっぱり元担の力って恐ろしい。（笑

腐っても鯛みたいな。（笑



じゃ、ちょっと郵便物の整理始めます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.09.16 Wed 模様替え。

大倉担まひるですけどもー。

今日は疲れた

仕事終ってから弟に手伝ってもらって（つーかほぼ弟。（笑

棚作ってﾋﾞﾃﾞｵとかDVDとかCDとか片づけたよ。

もっそい疲れた。(;∀;)

（↑こんな感じ。

ﾌﾟﾘﾝﾀｰはまだ古いやつ。

で、ついでにﾌﾚｯﾂ光にすることにした。

なんか無線LANで出来るようになったとかで

前みたいなことがないようなので（ｹｰﾌﾞﾙを天井を通す工事

申し込んだ。

それは来月頭らしい。

あたしのﾗｷﾗｷﾍﾞｲﾍﾞｰ生活は続く···｡

明日、午前中にｺﾞﾐ片づければﾊﾞｯﾁｼだな。（笑

もう今日疲れたんで寝てもいいですか???（笑

全然ｦﾀｺﾞﾄ書いてないですけども。



すみません。

ﾒｰﾙも返してなければｺﾒﾚｽも溜めてますけど

今日は限界です

おやすみなさい。
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2009.09.17 Thu 『倉’yas』ｽﾀｰﾄ。(ﾉ∀｀)&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

明日の午前中に新しいﾊﾟｿが届くので

その設定が終ってからﾌﾞﾛｸﾞ更新、ﾒｰﾙ返信になります。

すみません。

このﾊﾟｿもﾘｶﾊﾞﾘしないとならないし。

今日、朝、ｺﾞﾐも捨ててきたし。

後、落ち着いたら古いﾊﾟｿを処分します。

まぁ、そんな感じで。

今日は久々にKAT-TUNのネ申ｻﾏｰ魂のDVDを見ようかなぁって思ってます。

（↑ｵｲ、ﾚｺﾒﾝは???
何気、ネ申ｻﾏｰ魂当たったんだよなぁ。

行ったよ。

宮田担の友達とね。

今も全然会ってないけどあたしの大切な友達です。

今日は仕事行く前にExcite!のﾏﾙﾁｱﾝｸﾞﾙ見て仕事行った。

いやぁ、あの忠義の険しい顔に萌える♥

それにもっそい若いよね???
もう今なんて大倉ｻﾏｰの貫禄ですよ。

見た目も忠義が１番変わった気がするんだけど。

(ﾉ∀｀)ﾃﾍ

そういや、今日から連載始まりましたね。

『倉’yas』

一瞬やっすんのｸﾗﾝﾍﾞﾘｰが誰だかわからなかった

残念な頭を持つまひるたそですが何か???



にぶい。鈍すぎる。

でも去年忠義の連載がなかったから

今日、携帯見た時、ちょっと泣きそうになりましたが何か???
（↑涙腺緩すぎ。

しかも倉安だし。

空（＠章大）との会話も盛り上がりそうです♥

って最近忙しかったので５日ぐらい連絡取ってないですけど。(;∀;)
で、そんなことしょっちゅうなんですけども。

お互い忙しいから割とそんな感じ。

冷めてるとかじゃないよ。（笑

前はほぼ毎日電話してたか会ってた。

あたしも高校生だった頃だけど。

LOVE♥だったんですよ。（笑

一緒のﾍﾞｯﾄﾞに寝ても全然平気なぐらいに。（笑

（↑そっちの協会の人じゃないですよ。

で。
話は戻るんだけど倉’yasのﾛｺﾞがもっそい可愛くて♥

色とか最近Webも頑張ってますよね。

（↑上から目線。

でもｸﾞｯｽﾞのWeb販売がなくなったのが残念無念。

で。ROMESもちょいちょい番宣入るみたいで。

またお友達に頼む、ネ申ｻﾏｰです。（←意味不

つーかここ数日の体、酷使で筋肉痛がもっそいひどくて

泣きそうです。(;∀;)
もうだって昨日、弟と棚作ってる時、その後の片付け、

汗だくでしたもん。

ちょっとｵｯｻﾝ化してましたもん。（笑

やっぱり明日早いから猿ﾛｯｸ見て寝る。
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2009.09.18 Fri １４時間ﾊﾟｿｺﾝ生活。（撃沈

大倉担まひるですけどもー。

新しいﾊﾟｿの設定、２１時ぐらいまでかかった

ﾎﾝﾄはもっと早くできるはずだったんだけど

ﾊﾟｿの調子が早速悪くいきなりﾘｶﾊﾞﾘ

ﾌﾞｯｸﾏｰｸが移せなくて苦戦。

でも無事にﾃﾞｰﾀも移したし、

これで快適ﾊﾟｿｺﾝﾗｲﾌですよ。

まだ顔文字登録してないから悲しいんですけど

あとはﾎﾞﾁﾎﾞﾁやっていきますわ。（笑

なんかちょっとやってみたんだけど出来なかったんで

もう意味がわからん

で、あたしはｵﾙﾄﾛｽも見ずにﾌﾞﾛｸﾞを更新してるわけですが。（苦笑

いや、最初の１０分ぐらい見てたのね。

でも疲れちゃって頭がついてこなかった。（笑

残念な頭でｺﾞﾒﾝね、ｺﾞﾒﾝねー。

なんかまだ今日は倉’yas見てないんだけど

昨日とか怒涛の更新だったよね???

なんかあたしはﾚﾝｼﾞｬｰの今の忠義より倉’yasの忠義の方が好きだ

いや、ｸﾗﾝﾍﾞﾘｰか。（笑

あたしあんまりｸﾗﾝﾍﾞﾘｰとかﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰとか好きじゃないんだけど。（笑

いや、この際好きになります （笑

毎日ｸﾗﾝﾍﾞﾘｰ食べながら倉’yasを見ます

なんかやっすんらしいﾈｰﾐﾝｸﾞだよね???
だから忠義に重いとか言われちゃうんだよ。（笑

このネタ懐かしい。

でも最高にこのくだりが好き。

なんだかんだ言っても仲良しなんだよね。（笑

やっすんとはご飯行ってくれるのに



どうして忠義はあたしとご飯行ってくれないの???（←逝け。

それはやっすんがヒナﾁｬﾝとご飯行かないのと同じ理由ですか???（爆

それはｲﾔだなぁ。（笑

腰が限界なのでそろそろ寝ます寄って煮。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.09.19 Sat ﾃﾚ朝さん、あざーす。

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、昨日は撃沈しました。(;∀;)
もっそい腰痛くて座ってるのが困難で。

まぁ、今日も痛いんですけど

でも顔文字も登録出来るようになったし。

うふふ。.+ﾟヽ(·c_,·｡)ﾉ.+

なんかあたし、仕事行くともっそいﾃﾝｼｮﾝが低いんですよ。

最初。

あたし、夜型人間なんで昼間からﾃﾝｼｮﾝ上げられなくて

店長に怒られました。

ちねばいいって思いました。(笑
あたしは時間を重ねてﾃﾝｼｮﾝ上げてくﾀｲﾌﾟなんだよぉ。

昼間からﾃﾝｼｮﾝ上げられねぇっつーの

もうﾎﾝﾄ裏に呼び過ぎなんですけど。

まひるたそ、褒められて伸びるタイプなんだからって

昔の店長に言ったら甘えるなって言われましたけども何か

夕方からいい活躍するからｺﾞﾒﾝね、ｺﾞﾒﾝねー

そういや、どうも忙しいなぁって思ったら巷は連休なのねぇ。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

あたしは全然仕事ですけど何か

あ。でも水曜日休みもらった。

だから火曜日、水曜日って連休なのさー。

しんぱーいないさぁー。

しかもｲﾍﾞﾝﾄ当たったわけでもないのに

すでに休み入れとかないともし当たった時休めないからね

それで代わってくれる人を探してて一応明日、その人とｼﾌﾄ一緒だから

聞いてみようと思ってて。

ｲﾍﾞﾝﾄ当たれ〜。(〜´Д`)〜
なんかこれﾊｽﾞﾚたら凹むなぁー。

だって次いつただﾁｬﾝに逢えるかわからないんですもん。

つーかもし当たってもただﾁｬﾝに逢えるとゆー保障はないんですけど。(;∀;)



そういや、先週のCan！ｼﾞｬﾆを録画出来ず。(ﾁｰﾝ
だって時間が変わったなんて知らなかったんですもん。(T△T)
ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

あ。そういや、ﾃﾚ朝さんでｴｲﾄの新番組決定したんだよね

深夜番組とか。

おめでとうございまーす♥

やっかしﾃﾚ朝さんは頼りになるね。

あざーす。

ちゃんとお礼に伺わないとなぁ。

楽しみがまたひとつ増えた。

これならﾘｱﾙで見れる

（↑THE夜型人間。

どうやらeighter失格にならずに済みそうだ。(笑
なんか嵐なら週２で見てるけど。(笑
ｴｲﾄは全然見てない。(;∀;)
でもこれからはたくさんｴｲﾄ見れるねぇ♥

(´∀｀*)ｳﾌﾌ。

うっきゃんきゃん(ﾉ∀｀)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833


Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.09.20 Sun 〜(^д^〜)ですよ。大倉さん。

大倉担まひるですけどもー。

３時に寝たには早起き出来たなぁと思って。

朝、ﾌﾞﾛｸﾞ更新出来る時間があるとちょっと余裕があるのかなぁって思うし。

今日、明日仕事頑張れば連休だし。

頑張るぞぉー

なんか の機種変のしすぎで

自分で作った顔文字さえもわからなくなってる大倉さん。

〜(^д^〜)ですよー。

（↑笑顔ですよー。

(〜´Д`)〜
(↑泣きそうになってないですよ。

全国の大倉担さん教えてあげてー

なんか昨日見たら他の顔文字も出来てたし。

なんかﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝが増えてる。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

でも文章はやっぱりちょっとｱﾎっぽい倉’yasの方が好きです

なんかやっぱり忠義はこうでなくちゃ。

つーかさすがに５時間睡眠は眠い。

あぁ。今日店長居たらｲﾔだなぁ。

たぶんいると思うんだけど。

居るとそれだけでﾃﾝｼｮﾝが下がる

なんかあたしはあたしの仕事でいっぱいいっぱいなのに

更に仕事押し付けてくるから昨日これやるまで待っててもらえますか???
って言ったら怒ってもういいとか言うし。

ｶﾞｷか???

それ考えると仕事行きたくなくなるし、ﾃﾝｼｮﾝも下がる



じゃ、短いけど仕事行ってきまーす。
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2009.09.20 Sun ﾁｷﾝ。ﾁｷﾝ。

大倉担まひるですけどもー。

あぁ。もうﾎﾝﾄに店長ﾔﾀﾞ。

いちいち小姑みたくうるさいんだよ。

仕事してて１日１回は必ず怒られるもんなぁ。

まぁ、いいや。

で、おされｲｽﾞﾑ。

藤原竜也くん

もう２７歳かぁ。

全然見えない。

でもかっこいい♥

もう昔から大好きで♥

お姉さんがいるんだけど顔がそっくりで。

なんかきゅんきゅんしてしまいます。(○´艸`)
ﾑﾊ。(´Д｀)ﾊｧ。

あ。ｲﾍﾞﾝﾄの日お休みもらえた。

まぁ、当たればの話ですけども。

ﾊｽﾞﾚたら でＤＶＤ祭りをします。

もちろん１人ですけど。（笑

いつもﾗｲﾌﾞ前に１人ｺﾝﾘﾊはしますけども。（笑

これは当たり前の儀式だもん。（笑

なんか空（＠章大）と一緒の時は朝までそれで盛り上がってた

寝ろよ って話ですけども。（笑

まぁ、２人揃うと楽しくて仕方がないんです。

眠い

もう今日とか休憩の時間とかもっそい眠くてﾔﾊﾞかった。

いつ爆睡してもおかしくないぐらい。



に居たら確実に寝てたな。

お昼寝。お昼寝。

最近全然してないもんなぁ。

休みは思いっきり寝たいってゆー願望とｦﾀを満喫したいってゆー願望が。

最近寝ても７時間ぐらいだもん。

１２時間睡眠とかしてぇー

そういえばＨＤＤ空けないといっぱいなんですけど。

これ書いたらＨＤＤ空けようー。

もう眠くてフラフラなんですけど。(笑
(´・ ・`)モキュ？

今日、ｵﾙﾄﾛｽの公式ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸを買った

まだﾊﾟﾗﾊﾟﾗって見ただけだけど

まぁ、まぁ、こんなもんかなぁ。

つーかあたしもとがみ亭に行きたいー♥

どこにあるんだろ???
亮ﾁｬﾝにﾒｰﾙしたのに返事がないって···｡

(´· ·`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。
やっぱりﾊﾔｼﾗｲｽとかあるのかなぁ???
あたしﾊﾔｼﾗｲｽ大好きなんだよね♥

ｶﾚｰより好き。

って言ったら忠義に怒られるかしら

忠義、ｺﾞﾒﾝ。

あ。でもｶﾚｰだったらﾁｷﾝｶﾚｰ派。

もともと鶏肉が大好きで。

だから貴族な場所に嫁に行って焼き鳥を死ぬ程食べたい。（笑

あたしすっごいﾊﾞｶみたいに食べるけど気にしないでください。(笑
友達２人で串焼き屋に行って１００本近く食べたからね。

ある意味大食いなあたし。
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2009.09.21 Mon 気持ちの大きさ。

大倉担まひるですけどもー。

今日、朝すっごい疲れが残ってて起きるのもやっとで

仕事行ってもしんどくて倒れるかと思った。

なので明日も仕事出て欲しいって言われて断った。

休ませてくれぇー

まだｴｲﾄのＤＶＤは受け取ってないけど

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
明日には受け取ろうと思ってる。

もう今日ﾌﾗｹﾞした人は楽しんでるんだろうなぁ。

いいなぁ。

今日、仕事でそれどころじゃなくて。

ﾈｯﾄで注文したからあたし留守だったし、両親も留守だったし。

で、ﾌﾞｻﾞｰﾋﾞｰﾄ。

途中から見ました。

全然最近見てなかったのに

最終回だけ見ちゃうってゆーね。(笑
ﾎﾝﾄに最後の最後だけ。（笑

ﾊｯﾋﾟｰｴﾝﾄﾞで終わると気分いいよね

なんかもうすぐ１０月なんだなぁって。

東京ＤＯＧＳのＣＭ見て思いました。

もちろん録画です♥

だって水嶋ヒロ様ですもん。

水嶋ヒロくんって声も大好きで♥

きゅーん ってしちゃうんです。

楽しみ。楽しみ。

もうｲｹﾒｿに弱いんです。



なんか最近、忠義のこと語れるほど忠義のこと見てないってゆーか

なんかでも好きなんだよ。

どんなに離れていても忠義の姿見てなくても

好きって言える。

その気持ちだけはずっと変わらないんだよね。

ﾎﾟｽﾀｰ、１枚見ただけで萌え♥ってなる。

Ｗｅｂの連載見ただけでいろんなこと想像して

あぁ、やっぱり大倉忠義しかいないって思えるの。

昔ほど気持ちに焦りがないってゆーのかなぁ。

少しゆとりが持てるようになったってゆーか。

それは気持ちが離れてるとは違うんだけど。

もう全然揺らぎのない想い。

きっとそれはたくさんの思い出があるからだろうね。

忠義との思い出。

ｴｲﾄとの思い出。

それがすごく幸せだなぁって思えるの。

きっとそれは人それぞれの思い出とか想いがあると思うの。

だから担歴とかも関係ないと思うし。

今、自分の想いが大切ってゆーか。

長さじゃない。気持ちの大きさだと思うの。

って勝手に思ってます。(笑
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2009.09.22 Tue ｽﾍﾟｻﾙなおめでとうＤＡＹ。

HAPPY BIRTHDAY
SUBARU SHIBUTANI

28th!!!!

すばる入所１３周年おめでとう。

関ｼﾞｬﾆ∞
全国ﾃﾞﾋﾞｭｰ５周年おめでとう!!!!

すばる、２８歳おめでとう。

２７歳という年はすばるにとって

とても大きな実りのあった年だったと思う。

そしてそれをこれからも活かして欲しいなぁって思う。

すばるのいつも感謝を忘れない部分が

すごいなぁって思う。

それは苦労してきた部分、苦悩してきた部分が大きかったから

きっと今そう思えるんだと思う。

これからも今と変わらない渋谷すばるで居て欲しいと思う。

誕生日おめでとう。

入所１３周年おめでとう。

これからもすばるらしく。

エイト、全国ﾃﾞﾋﾞｭｰしてもう５周年ですね。

これからも温かいﾗｲﾌﾞをやって欲しいと思う。

かっこよく、面白く、そんなエイトでこれからも居て欲しいと思う。



eighterで良かった。

すごく幸せです。

これからもずっとずっと応援していきます。

全国ﾃﾞﾋﾞｭｰが決まった時はﾎﾝﾄに嬉しかったと思う。

なんかそんな関ｼﾞｬﾆ∞ﾒﾝの姿が目に浮かびます。

ﾎﾝﾄにおめでとう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2009.09.22 Tue やさぐれてますけど何か???

大倉担まひるですけどもー。

どうやらあたしのＤＶＤﾁｬﾝは明日届くようで

今日は悶々とした日を送っています。(笑
明日休みで良かったぁ。

とりあえず午前中に指定配達にしたし。

なんか巷はﾌﾗｹﾞをしてるのに

やっぱり店頭予約すればよかったと

ﾈｯﾄで予約してから思った。

でもｷｬﾝｾﾙとか出来なくて。

店頭に買いに行こうかとも思ったんだけど。

まぁ、後１日の我慢です。(;∀;)

なんか空（＠章大）がｲﾍﾞﾝﾄに愛娘を連れて行かないとならなくて

（家で見てもらえないため）

それってやっぱり当選が２人分必要ですよね???
ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙのﾎﾑﾍﾟ見たんだけど１ﾒｱﾄﾞに対して１人としか書いてなかったから

よくわからなかったんだけど

ちなみに２歳なんだけど。

もしそれが無理なら空は行けないらしいです。(;∀;)
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
まぁ、あたしも当たるとは限らないんですけどね。(；´Д｀)
もう考えるのも憂鬱になります。

そういや、今日届くはずのﾀｯｷｰﾁｬﾝのＣＤもまだ届いてないんだよね。

なんかしかも予約したのてっきり忘れていて

誰かのいたずらじゃないかと思ってＣＤｼｮｯﾌﾟに連絡しようかと

思ったﾄﾞｱﾎｳのまひるたそです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
ﾄﾞﾝ(　ﾟдﾟ)ﾏｲ



そうそう、うち、ＮＨＫが映らないんだけど

ﾜﾝｾｸﾞも調子悪いみたいで今日の番宣が録画出来てなくて。

ＲＯＭＥＳを本気でどうしようと思ってる福原です。

そういや、最近たいﾁｬﾝのﾌﾞﾛｸﾞも見てないし、ｽﾀｯﾌさんﾌﾞﾛｸﾞも

見てないなぁ。

怠慢もいいとこですよ。

あたしってﾎﾝﾄにﾏﾒ人間じゃないなぁ。

むしろﾀﾞﾒ人間。

(´Д｀ )

もう眠いんですけど今日はﾀｯｷｰﾁｬﾝのＣＤ諦めてもいいですか???
まだ１９時前ですけども。（笑

たぶんＤＶＤﾁｬﾝの届かないことに対してのふて寝ですね。

ふてくされると眠くなるんです。(笑
(↑ｶﾞｷか???
やさぐれ度満載です。
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2009.09.23 Wed ＤＶＤﾁｬﾝ届きました。

大倉担まひるですけどもー。

昨日はやさぐれ度満載で１９時には寝てしまいました。

しかもいつもなら追加の薬を飲まないと眠れないのに

昨日は飲まなかった。（笑

どんだけ眠かったんだろ

まぁ、おかげで久々の爆睡ですよ。

朝９時まで寝てました。

そういや、たいﾁｬﾝのﾌﾞﾛｸﾞにもＤＶＤ見たって書いてあったよね

やっぱ本人目の前にして見るって贅沢〜。〜(^д^〜)
あたしもただﾁｬﾝと一緒に見たいよー。(〜´Д`)〜
まぁ、今日やっとＤＶＤ見れるんでそれまでにこれ更新して。

(ﾉ∀｀)ﾃﾍﾍ。

そうこうしてるうちにＤＶＤﾁｬﾝが届きました♥

今から見たいと思います。

それじゃ、また後で。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.09.23 Wed PUZZLE魂DVD感想。

大倉担まひるですけどもー。

午前中にﾄﾞｯｷﾘを見て夕方から本編を見ました。

なのでﾎﾝﾄにさっき見終わったんです。

なんかﾄﾞｯｷﾘ見たら笑いすぎてお腹いっぱいに

なってしまったんです。(笑
ﾏｼﾞ、ヒナﾁｬﾝらしい。(笑
もうあたしは大倉さんの撃沈する姿で撃沈しましたけども。（笑

なんかみんなお芝居うまいなぁと思って。

あたしだったら顔見たら笑っちゃうもん。

ヒナﾁｬﾝのちょいちょい自分出してくるところが最高です

あたしもｼﾝｺﾞｺｰﾙしたかったなぁ。(笑

本編はﾏｼﾞかっこよかったです♥

まぁ、ちょっと気になるのはｱｯﾌﾟにするとこと

引きで撮るとこの区別???
なんかここは振りが見たいから引きで撮って欲しいとか

まぁ、そんな感じで。

あと画面の切り替え部分???
多すぎて目がﾁｶﾁｶする。

もう少し１人１人をゆっくり撮ってくれても良かったかなぁって。

なんかあたし的にはﾚﾝｼﾞｬｰは４７魂の時が１番好きかなぁ。

今回のお話もすっごく面白かったけど。

なんか長野の時はｸﾞﾘｰﾝがﾌﾞﾙｰになる前にﾚｯﾄﾞとﾌﾞﾗｯｸでﾎﾓ話が出てて

その振りでﾌﾞﾙｰになりづらいんやけどみたいな感じでｸﾞﾘｰﾝが言ってて

あたしはその時の方が好きだったかなぁ。

（↑これは大倉担的にって意味だけど。

あ。でも今回のミセテクレﾊﾞｰｼﾞｮﾝも好きだけどね。(笑
ﾎﾝﾄにヨコは面白い。

で、毎回思うんだけどagree?のﾄﾞﾗﾑｿﾛ部分。

＋楽器ｾｯｼｮﾝ部分。

すっごいかっこいいよねぇ。



なんか見るたび見るたび忠義のﾄﾞﾗﾑﾃｸがうまくなってるから

見るのがﾎﾝﾄ楽しみ♥

だから今回ﾄﾞﾗﾑ、RECったって言ってたじゃん???
ONE以来だからﾎﾝﾄに楽しみ。

あの頃のｴｲﾄのﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞが納得出来なくて。

すごく音がちゃっちく聞こえたから。

だから今だったらすごくいい音が伝わってくるんじゃないかなぁって

思ってるんだけど。

で。ｲﾍﾞﾝﾄ申し込みました。

東京の１部と２部を。

うーん。当たるといいんだけど。

空（＠章大）と一緒に当たれば最高なんだけどねぇ。

しかもｲﾍﾞﾝﾄに当たった方は内容をﾌﾞﾛｸﾞなどに書かないように

って説明書きがあって

えぇぇぇぇぇぇぇえー。

ﾈﾀﾊﾞﾚなしですか???
じゃ、ますます行かなくちゃって思うじゃないですか???
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
行きてぇー!!!!

ﾘｱﾙただﾁｬﾝを年内で見れるの最後になるかもしれないのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

で。倉’yasがすごいことになっていた。

昨日と今日見てなかっただけなのに。

Vol.17ぐらいいってたよね???

昨日は完璧ふて寝ですから
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2009.09.24 Thu 忠義さん、ちょっと待って。

大倉担まひるですけどもー。

倉’yasを見るのが大変だ。

１日２〜３回ﾁｪｯｸしないと無理

仕事なんてしてたら全然追いつかないぐらい。

嬉しいけどちょっと大変

しかも今日はﾚﾝｼﾞｬｰもあったし。

帰ってきてすぐﾁｪｷﾗｯﾁｮしたけど。

あたしが１日に何度もWebを見るなんて珍しいよ。

そのぐらいﾃﾝﾊﾟってるんです

くらﾁｬﾝ、ｺﾞﾒﾝよ。

あたし、ﾏﾒ子じゃないから

そうそう、章大も書いてたけど

あたしもDVDのｴﾝﾄﾞﾛｰﾙがもっそい好きで。

なんか素のｴｲﾄﾒﾝが見れるってゆーか。

なんかちょっとこじゃれた感じで作られてますよね???

ってまだﾄﾞｷｭﾒﾝﾄの方見てないけど

そんな１日で見れませんって

ﾎﾞﾁﾎﾞﾁと見ていきます。

なんかﾎﾝﾄ最近映像関係苦手で。

全然集中して見られない。(;∀;)

３０分が限界なんです

ｵﾙﾄﾛｽとか全然見てないもんなぁ。

つまんないとかそうゆうわけじゃなくて

集中出来ないの。

明日は見ます寄って煮。

そうそう、ここ２日ぐらいﾀｯｷｰのCD聴いてます。

ｵﾙﾄﾛｽの犬の主題歌の。

この間、配達が待ちきれなくて寝ちゃったやつね。(笑



もう昨日の午前中に再配達に来たので

受け取ったってば。

あたしは思うんだが黒髪のﾀｯｷｰの方が好きかも。

なんかきゅーん♥ってしちゃう。

なんかｵﾙﾄﾛｽのﾀﾞｰｸなﾀｯｷｰとか大好き。(´∀｀)

あぁ。１０月もうすぐじゃないですか???
ｲﾍﾞﾝﾄの当落待ちもｲﾔだし。

まぁ、どうせﾊｽﾞﾚるんでしょうけど。（ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ先生。

もうﾊｽﾞﾚたら仕事行こうかなぁ。

せっかく休み取ったけど。

なんかだって次の日も光の工事が入るから立ち会わなくちゃならなくて

しかももしかしたらﾀﾞﾒかもしれないし。

そしたらやっかし仕事行こうかなぁ。(笑
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2009.09.25 Fri ただﾁｬﾝの抱き枕程愛されたい。

大倉担まひるですけどもー。

今日は午前中に に行ってきました。

ﾎﾝﾄは来週の火曜日とかなんだけど火曜日 らしいので

今日行ったのですが（薬だけ） に来る間隔が狭いと言われ

薬の依存症になってないかって言われて再来週診察になりました。

全然依存症になってないっつーの

たまたま通院する日が天気悪かったりで早く来ちゃっただけだっつーの。

めんどっちぃなぁ。

今日も薬だけで４５分待ちだったし。（死

また診察とか言うと２時間ぐらい待つんだよなぁ。

で、帰ってきてﾜﾝｾｸﾞでNHK見たんだけど

ﾜﾝｾｸﾞだと違う番組がやっててROMESの番宣見れないんだよなぁ。

そんなわけで非常に残念なあたしです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
もうｶﾞｯｶﾘｰｽﾞです。(´· ·`)ｼｮﾎﾞｰﾝ
で、今、うとうとしてるわけです。

眠いんです。

５時間ぐらいしか寝てないんです。

でもあたしはﾍﾞｯﾄﾞから落ちたりしたことはないです。(笑
でも黄色のｸﾏの抱き枕になりたいです。

そんな２４歳男子が大好きです♥

今日のワンコを今日のウ○コと読み間違える残念なあたしです。(;∀;)
ちなみにうちのワンコは寝言をすごく言います。（ﾏﾏﾝ談

ﾜﾌﾜﾌ言ってるそうです。(笑
ちなみにあたしは夜中ﾜﾌﾜﾌ言ったりしません。（笑

それでWeb見たらすでにただﾁｬﾝ、更新してた。(笑
で、たいﾁｬﾝのﾌﾞﾛｸﾞも見て、

あぁ、茨城ﾛｹだったんだぁと思ったりハルが可愛かったり

また３人でご飯食べに行ったんだなぁと思ったり。



つーかたっちゃん、ヤス、たいﾁｬﾝのご飯率高くないですか???
あたしも誘ってくださいよー。

自家用ﾍﾘで駆けつけるんで。

（↑持ってないけど。

あぁ。やっすんいわく、ｸﾗﾝﾍﾞﾘｰね。(笑

その発想をくれ （笑

あたしにはそんな乙女な発想はなくってよ

乙女だったり男らしかったり。

どっちがﾎﾝﾄの章大???
あぁ。でもただﾁｬﾝもﾄﾞﾗﾑ叩いてる時はすっごい男らしいけど

黄色のｸﾏの抱き枕に抱きついて寝てるもんねぇ。(笑

そんな２４歳男子嫌いじゃないぞ

むしろ愛しい

いっそ抱き枕になりたい···｡

ただﾁｬﾝ専用の抱き枕になりたいです。

低反発枕でもいいです。(笑

それだけただﾁｬﾝに愛されたいです

あたしは常に愛してますけど

あ。ただﾁｬﾝ、あたしｽｳｪｯﾄでｺﾝﾋﾞﾆに行きます

萌え♥っとしてくれますか???
うっきゃんきゃん(ﾉ∀｀)

なんか最近思うこと。

山梨って山に囲まれてて閉鎖されてるから

ｦﾀ友になかなか逢えないってのが非常に残念である。

なんかもっとうぬぼれたいし、お泊まり会とかしたいよー。

そうゆう話をﾌﾞﾛｸﾞで読むといいなぁってすごく思う。

空（＠章大）の子もまだ小さいから頻繁には逢えないし。

東京に居た時は頻繁にお泊まり会やってたのになぁ。

でも近々専門の時の友達が結婚したんで

お宅訪問をする予定で。

とりあえず今、日程諸々を検討中で。

楽しみ。楽しみ。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.09.28 Mon 常にﾋﾞﾋﾞりつつ。

大倉担まひるですけどもー。

前のﾊﾟｿｺﾝで画像いじるｿﾌﾄを使ってたんですが

それが新しいﾊﾟｿだと対応してなくて

ﾀﾞﾒだったんですね。

それでどうしようかなぁって思ってたら

ｻｲﾄ探したら使えるよう説明が書いてあって

とりあえず画像いじれるようになりました。

で、いろいろ設定とかやってて遅くなりました

休みにやろうと思ったんですが

なんやかんやでなんやかんやです。

あぁ。もう仕事行くとストレス溜まる

もう絶対店長が口出ししてきてｲﾗｲﾗさせられる。

なんか店長に何も言われなかった日なんてないやい。

毎日毎日ｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞ言われてﾎﾝﾄやる気失せる。

でもヒナﾁｬﾝのどっきりとか思い出すと頑張らないとなぁって思う。

ヒナﾁｬﾝみたいにﾌﾟﾛ意識高く持ちたい。

今日、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰから電話あったみたいで。

なんか今月中にADSLの安いｺｰｽに移行しませんか???的なものだったと

思うんだけど来月光の工事頼んであるからなぁ。

来月まで待ってくれないかなぁ。(笑
光がﾀﾞﾒだったら移行するから。(笑
（↑ｽﾞ。

明日、帰りにじんじん表紙のｱﾝｱﾝ引き取りに行こうー。(｡-_-｡)ﾎﾟｯ
あれｺﾝﾋﾞﾆで表紙だけ見たけどあれをｺﾝﾋﾞﾆで買う勇気はない。

じんじん、ｴﾛｲです。

なんかあたしはいつか忠義にもこうゆうお仕事がくるんじゃないかと



ﾋﾞﾋﾞりつつー。(笑
ただﾁｬﾝはこうゆうｷｬﾗじゃないよねぇ。

違うって言って

もうﾎﾝﾄ寿命が縮まるっつーの。

明日早いから寝ます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.09.28 Mon 仁ﾁｬﾝに未練はないらしい。

大倉担まひるですけどもー。

じんじんの表紙のｱﾝｱﾝ買ってきましたわよ。

なんか松潤の時程の衝撃はなかったですけど

もうちょっとﾍﾟｰｼﾞ数多くても良かったかなぁって。

（↑仁担を煽るようなことを言ってみる。

いやいや、でもさすがｱﾝｱﾝ綺麗に撮れてるよー。

うーん。うーん。

でもこれを忠義がやるってなると耐えられないかなぁ。

あたしたぶん発狂します。(笑
なんか仁ﾁｬﾝだからって部分はあるかなぁ。

ｷｬﾗだよね???
うーん。でもあたしが仁担だったら耐えられるかなぁ。

わかんねぇ

巷の仁担の意見が聞きたい。

向井理くんのﾔﾂも結構大胆だったよね???
なんかそうゆうの大好きなど変態みたいに思われてるだろうなぁ。

某本屋じゃ。（笑

で、やっとｦﾀ誌も買ってきた。

まだ見てないけど。(笑
明日もまた本屋に行く用事出来たけど。

つーかこの間、棚作って部屋に入れた時にﾍﾞｯﾄﾞの上に置いてあった

ｵﾊﾞﾛｸのCDが落ちて自分で踏んで「ﾊﾞｷﾊﾞｷって言ったんですけど」

って弟に言ったら笑かすな〜って言ってたけど

あたしは内心ﾋﾔﾋﾔだったんですって。

で、見たらｵﾊﾞﾛｸのCDだし。

よりによってエイトのCDですか???みたいな。

で、落ち着いてからCDの中身見たら割れてなかったんで

ｹｰｽだけ他のCDと交換してことなきを得たんですけど。



ふぅ〜。

NEWSのDVDも山久のｼﾝｸﾞﾙも予約してきた。

何気万札が飛んで行ったんですけど。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
給料日前だというのに。

給料出たらDSi買おうと思って。

もうﾄﾓｺﾚがやりたくて。

あと何か面白いｹﾞｰﾑがあったら教えてください。

ｹﾞｰﾏｰ福原復帰です。

（↑ｲﾍﾞﾝﾄ諦めてる人。

そういや、免許の更新行かないとならないんだよなぁ。

金曜日に行ってこよー。

何気今年切符切られてるんでｺﾞｰﾙﾄﾞじゃないんですけど

生まれて初めて切符切られましたけども。(;∀;)

ちょろーっと右折しただけで罰金５０００円ですよ

納得がいかねぇ。

２度とその道は通らないと決めましたよ。

もう変に裏道とか通るとﾀﾞﾒねぇ。

知ったかはいかんとゆーことで。(笑

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.09.29 Tue ★ｺﾒﾚｽ★

大倉担まひるですけどもー。

非常にお待たせしててすみません。

ｺﾒﾚｽやります。

ﾎﾝﾄにいつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

とても励みにありがたく思ってます。

これからもまひるをよろしくお願いします。

追記にｺﾒﾚｽ

まどかﾁｬﾝ（＠忠義）

みおり（＠忠義）

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

Mariさん（＠忠義）

ハル（＠すばる）

アイコさん（＠忠義）

みどりさん（＠忠義）

りぃさん（＠忠義）

☆rico☆さん（＠忠義）

花＊花さん

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

さはるさん（＠忠義）

リナさん

ゆみさん（＠忠義）

あおいさん（＠隆平）

もゆさん

まみどりさん。（＠忠義）

けーたん（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥



pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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まどかﾁｬﾝ（＠忠義）

ｺﾒﾚｽお待たせしててｺﾞﾒﾝなさいね。

ﾎﾝﾄいつも感謝しています。

ありがとうございます。

まどかﾁｬﾝは神奈川に住んでるんですねぇ。

じゃ、横Aなんてすぐですか???
裏山です。

学生はﾃｽﾄが大変ですよね。

あたしはなぜか理系が得意のはずが文系に進んでしまったので

苦労しました。(笑
特に英語と古文が苦手で。(笑
大倉くんのお父さんはエイト並みに関東と関西を行ったりきたり

してるみたいですね。

なんかあたしひそかに尊敬してるんですけど。（笑

でも関西の方には大倉くんの弟さんもいるので

お母さんもさみしくないかと。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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http://blog.with2.net/link.php?820833
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お母さんもさみしくないかと。

イルカﾁｬﾝ、無事に買えました???
あたしのイルカﾁｬﾝはすっかりﾍﾞｯﾄﾞに住み着いてます。(笑
大倉くんの好みの女の子って小さくて痩せてて年下って

ﾗｼﾞｵで言ってたみたいです。

前々から痩せてる子が好きって言ってたんですけどねぇ。

頑張れない自分に嫌気がさします。

みおり（＠忠義）

なんかｲﾍﾞﾝﾄの当落が近いのでﾄﾞﾁﾄﾞﾁです。

でもぶっちゃけ諦めﾓｰﾄﾞなんですけど。(笑
そうだよねぇ。

ﾄﾞｰﾑからだと結構大倉さんに会ってないもんね。

そりゃ忠義に逢いたい病も炸裂しますって。

優馬きゅんにもきゅんきゅんなんですが

最近中島健人くんにも夢中なんです。

ちなみに恋する悪魔に出てた半田くん役の子です。

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

最近は元気にやってます。(笑
ﾗｲﾌﾞでKicyuの振りうまく出来た???
あれ出来ると楽しいよね???
あたしはもうすでに忘れちゃったけど。

ごんﾁｬﾝの友達もﾛﾝが好きなんだね。

あたしもﾊﾘﾎﾟﾀではﾛﾝが好き♥

あ。Kicyuうまく踊れたんだね。

良かった。

たいﾁｬﾝﾌﾞﾛｸﾞ毎日見て倉’yas見て毎日忙しいですよね。(笑
エイトの番協、行きたかった〜。

ｼﾝｺﾞｺｰﾙがしたかった。(笑
なんかｸﾞｯｽﾞのWeb販売がなくなって不便だよね???
ぜひ復活させて欲しいなぁって。

DVDのﾄﾞｯｷﾘ最高ですね。

もうたっちょんが撃沈してるとこで死ぬかと思いました。

あたしもｲﾍﾞﾝﾄ、全然当たる気がしないんですよねぇ。

もう９０％ぐらい諦めﾓｰﾄﾞ入ってます。



「大合奏ﾊﾞﾝﾄﾞﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ」面白そうですね。

ちょっとﾁｪｷﾗっときますね。

Mariさん（＠忠義）

ﾒｰﾙでいつもお世話になってます。

なかなか自分からﾒｰﾙ出来なくてｺﾞﾒﾝなさい。

えぇ???
そうですか???
あたしって優しくて可愛い人に映ってますか???（笑

実は猫かぶってるんです。（笑

ﾎﾝﾄはただの変態です。（笑

そうなんですよー。

空との付き合いはもう１０年になるんですよー。

共通の友達が居て知り合ったんですけど

それまでお互いの噂を聞いてたので

お互い気にはしてたんですけどね。（笑

ﾏｼﾞですか???
ヒロくんが高校の先輩だなんてうらやましすぎます。

ｽﾃｷすぎゆ。

ｼﾞｭﾆｱも居たんですか???
桐蔭行っておけばなぁ。（笑

ハル（＠すばる）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝね。

ﾒｰﾙ届いた???
すばるの誕生日にﾄﾞﾘﾎﾞ入れたってﾌﾞﾛｸﾞに書いてあって

ﾎﾝﾄに良かったなぁって自分のことのように

喜んでました。

ﾌﾞﾛｸﾞはちょこちょこ覗いてるんで

更新これからも頑張ってね。

応援してます。

アイコさん（＠忠義）

ﾌﾞﾛｸﾞ毎日読ませていただいてます。



お誕生日の時もｺﾒﾝﾄしようかと思ったのですが

ちょっと照れくさくて出来ませんでした。

すみません。

遅くなりましたがお誕生日おめでとうございます。

そして『愛』。

めっちゃうらやましいです。

あたしなんて絶対呼ばれない名前ですし。

ｶﾞｯｶﾘｰｽﾞです。(´· ·`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。

みどりさん（＠忠義）

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

最近、たっちょんのﾌｧﾝになった方ってよく聞きます。

やっぱりﾄﾞﾗﾏの影響が大きいんでしょうか???
なんか嬉しいなぁって思います。

こちらこそよろしくお願いします。

ﾎﾝﾄ、ｼﾞｬﾆｰｽﾞの人って若く見えますよね???
にのとか松潤とかとあたしﾀﾒなんですが

非常に残念なあたしです。(;∀;)
恋する悪魔の遊園地でのﾃﾞｰﾄｼｰﾝ良かったですよね???
あたしは高所恐怖症だし、お化け屋敷とかも苦手なので

乗るものほとんどないんですけどねぇ。（笑

りぃさん（＠忠義）

３年もﾌﾞﾛｸﾞ見てくださってるんですか???
ありがとうございます。

なんかあたしの生活丸見えですよね???（笑

なんか照れくさいです。

でもすごく嬉しいです。

日課と言ってもらえるのが１番嬉しいです。

これからもよろしくお願いします。

☆rico☆さん（＠忠義）

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。



ｺﾒﾚｽ遅くなってゴメンなさい。

いつもﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってるとか。

ありがたすです。

たっちょんのﾄﾞﾗﾏももうすぐですね。

あたしのうちNHKが映り悪くて見れないので

お友達にﾀﾞﾋﾞ頼んであるんで

ﾘｱﾙでは見れないんですよねぇ。

ｶﾞｯｶﾘｰｽﾞです。(´· ·`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。
あ。お返事遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

ﾌﾞﾛｸﾞに使ってる写真はﾓﾃﾞﾙさんです。

ｽﾄﾗｯﾌﾟ可愛いですよね???
なんかたいﾁｬﾝﾌﾞﾛｸﾞ毎日寝る前に見てます。

生のたっちょんはTVで見るよりｲｹﾒｿです。

ｲﾍﾞﾝﾄ申し込みました???
あたしはﾊｽﾞﾚる気満載です。(笑
ｴｲﾄﾃﾞｰはヒナﾁｬﾝのどっきりに費やしてたかと思うと

最高です。

あたし、仕事終わるのが遅いのでﾌﾞﾛｸﾞの更新も遅いんですけど

よろしくお願いします。

いやいや、あたしのﾌﾞﾛｸﾞもたいしたこと書いてないよ〜。

ﾌﾞﾛｸﾞはちょこちょこ覗かせてもらってます。

やっすんは無事にﾊﾞｲｸの免許取れたんでしょうか???
もっそい気になります。

ﾎﾝﾄ、早くたっちょんに逢いたいよねぇ。

いつ逢えるんだろうか???
ヨコのｳﾞｧﾝﾊﾟｲｱ役怖かったよね???
なんかあたしは恋する悪魔ずっと見てたので

すっかり中山優馬くんに肩入れしてたので

ヨコのばかぁーって思ってました。（笑

花＊花さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

ﾔｷｿﾊﾞﾏﾝも結構似合ってますよね???
最初聞いた時は(´· ·`)ｼｮﾎﾞｰﾝってなったんですけど。(笑



ヤスくんの小学生ｶｯﾄもだいぶ見慣れました。(笑

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

なんか最近はｽﾄｰｶｰもなく平和に暮らしてます。

なんか友達以外に何かおごってやるとか言われても怖いだけだよ。

そっかぁ。B.I.Shadowってナナ美ﾁｬﾝよりも年下なんだ???
中島健人くん、ぜひﾁｪｷﾗってください。

可愛いです。（笑

あたしもｺﾑ持ちだけどずっと使ってなかったから

全然ｺﾑ友いないんだよねぇ。

数人しか。

しかもせっかくｺﾑ持っても時間があんまりないとゆー残念な

お知らせ。

さはるさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

ﾏｼﾞですか???
日課になってるんですか???
ﾎﾝﾄありがたいです。

そう言っていただけるのが１番嬉しいです。

あたしも結局長野公演前にちょこっとﾀﾞｲｴｯﾄ頑張ったぐらいで

最近はすっかりおﾃﾞﾌﾞです。（笑

なんかどうもたっちょんの好みがわかってるのに

頑張れない自分に腹立たしいです。（笑

リナさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

いつもﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってるとか???
ありがたすです。

これからも頑張りますのでよろしくお願いします。



ゆみさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

ﾎﾝﾄに同じ人をずっと好きで居られるなんて

幸せだなぁって思います。

ゆみさんもたっちょんにべた惚れですか???

あおいさん（＠隆平）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

ぜひぜひこちらこそ仲良くしていただけると

有難いです。

よろしくお願いします。

もゆさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

いつも読んでくださってるとか。

ありがたすです。

これからも頑張って更新していくので

よろしくお願いします。

まみどり。さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

今までWebパチもしていただいてたんですね。

ありがたすです。

DVDﾔﾊﾞｲですねぇ。



まだ１回しか見れてないのが残念なんですが。

そしてｲﾍﾞﾝﾄ。

当たって欲しいです。

でもなんか９０％ぐらい諦めﾓｰﾄﾞ入ってるんですけど。（笑

レイトン教授ｼﾘｰｽﾞ。

聞いたことあります。(ﾉ∀｀)
今度探してみますねぇ。

教えてくださってありがとうございます。

けーたん（＠忠義）

今日のウ○コは非常に残念です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
そうなのよー。

モモさん、寝言を言うのよ。

しかも家族が帰ってきた時嬉しすぎてﾃﾝｿﾝMAXになります。

猫さんも案外寝言言ってるかもですよ。（笑

たっちょんはｸﾏの抱き枕をして寝てるようです。

朝起きると枕も落ちてるけど自分も落ちてて

でも抱き枕はしっかり握ってるらしいです。

かわゆすです。

あたしもエイトのこと知らないことの方が多いと思います。

ﾚｺﾒﾝも聴いてないし。

でも更新頑張ります。



2009.09.30 Wed 明日が怖い。

大倉担まひるですけどもー。

昨日はｺﾒﾚｽのみになっちゃってｺﾞﾒﾝなさい。

なんか特にﾈﾀもなかったんで。（笑

いやぁ、明日いよいよｲﾍﾞﾝﾄの当落日ですね。

あたしたぶん無駄に早起きしますよ。

もしくは今日眠れないか。(笑
ﾁｷﾝ野郎なんでね。

明日も仕事なんだよなぁ。

なんかそういや忠義ｿﾛｺﾝの当落の日も仕事してたよなぁ。

なんか当選のﾒｰﾙが来たんだけど

最初に当選って書いてあるのに

ﾃﾝﾊﾟりすぎて１番下まで見てハズレた???
って思ったのを覚えています。

いや、でも仕事休みでも ばっか見ちゃうと思うから

逆に仕事で良かったのかも。

もう９０％ﾊｽﾞﾚた気持ちでいますけども。

あたし、６日が誕生日なんで３日に忠義というﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄをおくれ。

世の中そんなにうまく出来てないよなぁ。

あ。で、昨日「ぷっすま」を見た。

誰にでも突っ込みを入れる村上信五様。

ｽﾃｷすぎます

でもあのﾌﾞﾛｯｸ崩しの時に出てきた女子の水着（？）は過激すぎでは???
なんか相葉ﾁｬﾝとかヒナﾁｬﾝとかもさすがにｶﾞﾝ見はしてなかったけど

見えてたよね???
いいんか???ｼﾞｬﾆｰさん。

で、ﾉﾘでありえへんまで見てもうた。

あれはヒナﾁｬﾝ達がやる意味あるの???
全然面白くない。



また当分見ないんだろうなぁ。

そろそろエイトの番組に変えませんか???
なんかしかもありえへんに変わってから結構長いよね???
あたし、最初の頃しか見てないもん。

最近はめっきり。

なので知らないこともたくさん。

まだCan!ｼﾞｬﾆも編集してないしさ。

これもずっと撮りだめ。

全然見てない。

丸ﾁｬﾝ＆亮ﾁｬﾝの高尾山ﾛｹ以来。

忠義ﾛｹなんてお寺に修行に行った時のやつ以来見てない。

どんだけ〜。

やっぱエイトの番組があるのに仕事してるってｲﾔだなぁ。

なので「関ﾊﾟﾆ」は絶対見ると思います♥

なんか着々と新曲の準備が進んでるようで。

発売いつなんだろ???
楽しみ〜。

ｲﾍﾞﾝﾄの準備も進めてるみたいで。

今思った。

北海道なら全員参加ってこと???
そんな差別があっていいのか???
もうｲﾍﾞﾝﾄには不満だらけで凹みます。

そうそう、ヨコﾁｬﾝがしてるG-SHOCK買っちゃった。

可愛いなぁって思ってて。

探した。探した。

明日届くらしいです。(ﾉ∀｀)
あたし、G-SHOCKが好きで４つぐらい持ってるんだけど

ﾋﾟﾝｸは初めてだなぁ。

白が２つ。紺が１つ。黒が１つ。だもん。

でもヨコと同じやつは普段使いだよなぁ。

ﾗｲﾌﾞとかにしてったら完璧ヨコ担って思われるもんね。

仕事にしていこー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：ジャニーズ

【即納】Crazy Colors/クレイジーカラーズ CASIO/カシオ G-
SHOCK DW-6900CS-4DR

この商品の他のレビューをみる»

評価： 
価格： ¥10,800
ショップ： TOKIA
コメント：ヨコﾁｬﾝと同じﾔﾂです。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/04949103.7f69eaff.04949104.c230df05/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Ftokia%2Fdw-6900cs-4dr%2F
http://jugem.jp/mono/rakuten/tokia:10002228/
http://www.rakuten.co.jp/tokia/


2009.10.01 Thu どだった???

大倉担まひるですけどもー。

気になる???(笑
そうですよねぇ。

今日はｲﾍﾞﾝﾄの当落日ですもんねぇ。

え???

普通にﾊｽﾞﾚましたけど何か???（笑

お昼の休憩の時に空（＠章大）からﾒｰﾙきて

どうだった???
って聞くのでぼんくらなあたしは

まだﾒｰﾙ来てないからわかんないって答えたら

それ１４時頃だったんだけど

空に当選者にはもうお昼にﾒｰﾙ一斉送信したらしいよの一言。

ｶﾞ━━(;ﾟДﾟ)━(　ﾟД)━(　　ﾟ)━(　　 )━(ﾟ;　 )━(Дﾟ; )━(
ﾟДﾟ;)━━ﾝ!!!!!



ハズレましたがな

それでも諦めきれずに夕方の休憩にも ｶﾞﾝ見。

結局１日待ってもﾒｰﾙは来ず。

ご愁傷様です。（ﾁｰﾝ

いじいじして帰りにこれ買った。

（↑ﾋﾟﾝｸﾏﾝでーす♥

ヨコﾁｬﾝと同じG-SHOCKも届いたし。

なんか写真で見るよりﾋﾟﾝｸが濃いんだね。

でももっそい可愛いです

考えたらあたし明日から３連休なんだよね。(笑
明日は普通のお休みで明後日がｲﾍﾞﾝﾄに行く予定で取ったお休みで

明後日が光の工事用に休み取ったから。

もう３日間、ﾄﾓｺﾚやってﾄﾞﾗｸｴやって

ｹﾞｰﾑ三昧で過ごすわ〜。

いじいじ。

当たった方はぜしぜし楽しんできてくださいね。

なんか今はそんなにｼｮｯｸでもないんだけど

たぶん当日相当いじけてると思うけどお気になさらずに。(笑
ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。



ﾄﾓｺﾚでもやろうー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.10.02 Fri 男ってそんなもの???

大倉担まひるですけどもー。

眠い。

５時間ぐらいしか寝てないもん。

もう最近１２時間睡眠推奨のあたしはどこへやら。

だって毎日やりたいことあって忙しいんだもん。

昨日本屋に寄れなかったから忠義が載ってるなんとかって

雑誌買えなかったし。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

ただﾁｬﾝｶﾓｰﾝ

今日は 降ってるから行けないし。

山梨に住んでいながら の免許を持ってない残念なあたし。

なんか免許なくちゃなぁって思うんだけど

免許を取りに通うのが非常にめんどい。

しかも仕事しながらだし。

と極端なめんどくさがりなあたし。

しかも絶対 の運転とか苦手だし。

もうだって助手席とか乗ってて隣に に並ばれるとﾁｮｰﾋﾞﾋﾞるもん。

どんだけﾆﾌﾞﾁﾝなんですか???
なのでひたすら愛車のﾍﾞｽﾊﾟに乗ってますでげす。

そういや、ヤスがたいちゃんとご飯食べることになって

くらぼんにもお誘いﾒｰﾙしたけど返信がなかった とか。

くらぼんは何してたんでしょう。

ﾒｰﾙに返信はしよーよ。

ﾏﾒじゃないあたしでさえ返事は必ず返すもん。

でもくらぼんが亮ﾁｬﾝにとがみ亭のﾒｰﾙ入れた時も

返信なかったんだよね???
男ってそんなもの???



眠いのでこの辺で。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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2009.10.02 Fri 自分に都合のいい夢しか見ない。

大倉担まひるですけどもー。

疲れていたようでさっきまで爆睡です

結局それで休みが終わっちゃった。

あ。で、夢見た。

中学の時、４人ですごく仲良かったんだけど

その友達の１人がゆっちと付き合ってるって設定。(笑
で、あたしもじゅんのすと友達って設定で

KAT-TUNﾗｲﾌﾞ。

もうすっごいたくさんﾌｧﾝｻもらうわけ。

聖やじゅんのすからｻｲﾝﾎﾞの手渡しとか。

もう普通じゃそんなことあり得ないから

すっごい気分良かったです♥

で、２部はあたしｴｲﾄｺﾝに行くって設定で

そこでただﾁｬﾝからｻｲﾝﾎﾞの手渡し。

しかもそのｻｲﾝﾎﾞを渡す時に耳元で

ただﾁｬﾝが「好きやで。」って囁くの。(笑

ありえんばい。

もうそんないつ死んでもいいような夢を見てました。

最近夢、よく見るんですよ。

ちょっと前に見た夢は

ｴｲﾄﾒﾝとﾙｰﾑｼｪｱするって話で。

なんからﾗﾌﾞｼｬみたいな感じ。

毎日ｴｲﾄﾒﾝと遊んでて楽しかったなぁ。

なんかしかもﾒﾝﾊﾞｰの部屋がすっごい個性的で。

そうゆうのも見てて楽しかったし。



まぁ、最近楽しい夢ばかり見ています。

（↑ｽﾞだな。お主。

ｲﾍﾞﾝﾄからの現実逃避ですかねぇ。（笑

あ。ｲﾍﾞﾝﾄと言えばお友達のarisaﾁｬﾝ（＠忠義）が当たったみたいで。

おめでとうー♥

詳細はﾒｰﾙで聞こうと思ってます。

(ﾉ∀｀)ﾃﾍ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.10.04 Sun 名古屋だったのかぁ。(T△T)

大倉担まひるですけどもー。

いやぁ、無事に光が開通しまして。

もしかしたら１日かかるかもとか言われてたので

仕事休みにしたんですけど

全然仕事間に合う時間なんですけどー。(笑
まぁ、いいや。

今日は快適ﾊﾟｿｺﾝﾗｲﾌを過ごしますよ。（笑

で、昨日は買い物に出てｶｰﾃﾞｨｶﾞﾝが欲しかったんだけど

めぼしいやつがなくて

結局ｹﾞｰﾑのｿﾌﾄを買ってきて忠義の載ってる雑誌買って

終了ー。

ｹﾞｰﾑは魔法学校のﾔﾂとFF。
もう完璧ｦﾀｸ生活ですけど何か???

で、ｲﾍﾞﾝﾄは名古屋に忠義とやっすんとヨコだったので

諦めもついたとゆーか。（笑

でも昨日もふて寝したのはあたしです

その前日も思いっきりふて寝。

でも昨日はまだ買い物行ったり、ｹﾞｰﾑやったり

気分転換も出来たけど

その前日なんてほぼｶﾞﾝ寝。

ﾌﾞﾛｸﾞ書いた後もまたすぐ寝ちゃったもん。

昨日もｸｯﾁｬﾗﾊﾋﾟﾊﾋﾟしてて夜２１時半には寝てた。

そんなわけで左目探偵EYEも見てないとゆーね。

残念なあたしでｽﾏｿ

そういや、うち、年内で会社閉めるみたいで。

でもなるべく今の に居られるように



してくれるみたいで。

じゃなくちゃ、あたし１人暮らし出来る程

稼ぎないし。

今の生活維持出来るのは今の があるから。

じゃなきゃ、エイトコンとかも諦めなくちゃならないし。

ある程度我が儘な生活を出来るのも今の があるから。

ありがたす。

で、ただﾁｬﾝの載ってる雑誌、２冊買ったんだけど

どっちもSEXY〜♥

〜(^д^〜)
あぁ。生ただﾁｬﾝが見れなかったのは非常に残念ですが。

来年だな。

それまでROMES見てDVD見てﾆﾔﾆﾔした生活送ろうー。

なんか去年は少ないながらも生ただﾁｬﾝを見れたのが３回あったんだけど

今年は１回だもんなぁ。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
寂しい。(;∀;)

来年は頑張るぞぉー

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833


Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.10.04 Sun 無駄な休み３日目。

大倉担まひるですけどもー。

ひどい便秘でﾄｲﾚに１５分もこもりました。（笑

その後ちゃんと出たんで

でもそのせいで少ｸﾗが１５分遅れて見る羽目に。

相変わらずﾏｲﾍﾟｰｽな文ﾁｬﾝ。(笑
忠義ｿﾛｺﾝのMCを思い出すよ。

なんか知らない子がたくさん。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
でもあたし的収穫。

中島健人くんの恋愛の詩が聞けた。

(ﾟ∀ﾟﾉ)ﾉｷｬｰ。
(｡-_-｡)ﾎﾟｯ
久々に見ちゃったぁー♥

健人くん。

きゅんきゅん(ﾉ∀｀)♥

つーかつーか水曜日、診察の予約入ってるんだけど

なんですけど

どうしようかなぁ〜。

曜日変えてもらおうかなぁ。

でも来週ほぼ でしょ???

１度 に帰ってきて

弟に で連れてってもらおうかなぁ〜。

もしくは電車。

で濡れくさっていたくないもん。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

で。左目探偵EYEをまだ見てないんですが

何???ヨコは悪者なの???
なんかすっごい気になるから寝る前に見ようー。

また夜更かしｹﾃｰｲじゃないですか???



あとBabunｱﾀｯｸがもっそい見たいのでそれも見てもいいですか???
それは明日にするか。

さすがに３時間過ぎもDVD見るのは明日に響きます。

明日何気に久々の仕事だし。

３日ぶりだよ。

しかも若干無駄な休みだったような

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.10.05 Mon ２５歳最後の夜。

大倉担まひるですけどもー。

今日、寒くないですか???
仕事してて気づかなくて帰り半袖でもっそい寒かったってゆーね。

ちなみに今も半袖で寒いです。(笑
（↑なんか着ろよー。

そう、今日、２５歳最後の夜なのです。

明日２６歳の誕生日なんだなぁ。

なんかもう２６歳なんだなぁって。

ﾎﾝﾄに２０歳超えてからって早いと思う。

育ててくれた両親、そして大切にしてくれた亡き祖父、祖母に

ありがとうと言いたい。

生んでくれた親の顔は知らないけど

でも生んでくれたことに感謝してる。

今、すごく幸せだもん♥

結局、昨日の夜、左目探偵EYE見れなかったんだよね。

眠すぎて。（笑

明日見ようー。

明日 だけど。

ﾎﾝﾄは水曜日、診察で水曜日に行かなくちゃならないんだけど

どうしても水曜日に行けないので明日薬だけでいいか

して聞いてみて

だったら明日、弟に で

連れてってもらう。

つーか働いてたらその日に 行けないこともあるよね

あ。そういや、章大が新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞにかかったとのこと。

なんかｲﾍﾞﾝﾄの日から調子悪かったみたいで



でも高熱とかは出てなくて微熱程度とか。

今はもう平熱らしいけど。

なんかこうゆう話聞くとﾎﾝﾄに流行ってるんだなぁって思うし、

大事に至らなくて良かったなぁって思う。

ゆっくり休んで欲しいです。

空（＠章大）から聞いた話だとｵｰﾙｽﾀｰ感謝祭の時に

徹平ﾁｬﾝが具合悪くて途中で帰ったらしいの。

徹平ﾁｬﾝと章大って仲良しだから

もしかして徹平ﾁｬﾝもかなぁ???
って思ったんだけど特にそうゆう話も聞かないし。

城田くんがA型ｲﾝﾌﾙって話は聞いたけど。

なんかあたしも健康でいられる自信ないんですけど。

ヨコと忠義も念のため検診受けたらしいんだけど

２人ともかかってなかったって。

そういえばｼﾞｬﾆ事務ってこの時期ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの予防接種を

六本木の某病院で受けることが恒例となってますが

ヨコは毎年どうしてるんだろう???

逃げてるとか （笑

あたし、子供の頃から体弱かったから注射、点滴が当たり前で

全然抵抗ないんだけどヨコは異常だよね???
先端恐怖症とか???

ﾏﾏﾝから の画面拭く布もらった。

これがすっごい柔らかくて今までﾃｨｯｼｭで拭いてたんだけど

それだと画面に傷がつくんだよね。

だからすごく助かった。

しかも緑色です

イヤーン。ﾎﾟｯ(｡-_-｡ )人( ｡-_-｡)ﾎﾟｯ
緑色に過剰反応するのはｸﾞﾘｰﾝeighterの宿命。（大げさ。

あぁ。２５歳、最後の夜が終わるので

更新せねば。

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.10.06 Tue ２６歳になりました。

大倉担まひるですけどもー。

福原、今日で２６歳になりました

たくさんのｺﾒﾝﾄとﾒｰﾙありがとうございます。

あたしは幸せ者だなぁって思います。

これからもぜひぜひよろしくお願いします。

みなさんの言葉ひとつひとつがすごく励みになったし、

有難いなぁって思いました。

この感謝の気持ちを忘れずに頑張っていきたいと思ってます。

支えてくれるみんなが大好きです。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにありがとう。

ふと、今日、ひとつのうたが見たくなって

DVD見ました。

何度見てもいい曲だなぁって思うし、

関ｼﾞｬﾆ∞もeighterも最高だなぁって思いました。

あとﾄﾞｷｭﾒﾝﾄの方も見てやっぱり地元の大阪だから

みんな表情が柔らかくていいなぁって思いました。

なんかすごくすごく幸せな１日でした。

eighterで良かった。

ﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝの子供で良かった。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.10.07 Wed やっぱり眠いあたし。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は急いでいたので慌てた感じですみません。

とにかく眠かったんです

で。今日は仕事行く前にﾌﾞﾛｸﾞです。

なんかそういえば忠義も発熱したとかで

昨日の会見主役なしで行われたみたいですけど

大丈夫なんでしょうか???
やっすんに続いて忠義までもが。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
大事に至らないといいんですけど。

それ知ったのが昨日の２２時ぐらいで。

でも眠かったんで 立ち上げる元気もなくー。

某俳優さん、あんまり好きじゃないんだけど

手越きゅんの出てるﾄﾞﾗﾏ見てー。

それからPIYOを更新しました。

またせっかく書き始めたんですが

眠気に勝てず仕事ｷﾞﾘｷﾞﾘの時間まで寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2009.10.08 Thu 台風大丈夫でしたか???

大倉担まひるですけどもー。

今日、台風ﾄﾞﾁﾄﾞﾁだったんですけど

起きたら普通に晴れてましたけども。

なんか久々に天気良くてお買いものに出かけたくなりました。

まぁ、仕事なんですけども。

みなさんのところでは台風はどうでしたか???

そう、昨日、関ﾊﾟﾆを見ようと思ったんだけど

眠すぎて見れなかった。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
しかも昨日はふて寝です。

ふて寝ってゆーかやすくん、忠義、ヨコﾁｬﾝの３人が撃沈してるので

なんかあたしも元気なくなっちゃって

なんか心配でﾌﾞﾛｸﾞ書く気分にもなれなくて

寝ちゃいました。

今日になってちょっと元気出てきて

３人の分も元気で頑張ろうって思って

今日はﾌﾞﾛｸﾞ書きます。

なんかｴｲﾄﾒﾝも台風大丈夫だったろうか???
比較的山梨って台風で混乱することって少なくて

でも直撃すると山部分が通れなくなるので

電車とか道路とか止まっちゃうんだけど。

それでKAT-TUNｺﾝに行けないことがあった。

あれはｼｮｯｸだったなぁ。

なんか今回の台風が直撃してたら

あたしの の屋根も吹き飛んでたろうなぁ。

母屋の方は鉄筋で出来てるから大丈夫だと思うけど

あたしの住んでる離れはもう建ててから３０年ぐらい経ってるし、

木造だからもうすっごいﾎﾞﾛくて。

それでもあたしにとっては城なんですけども。



あ。またﾚｺﾒﾝ聴いていません。(ノД`)
まだ新しいﾊﾟｿになってからﾈﾄﾗｼﾞの設定してないんだよねー。

新しいﾗｼﾞｵも届いてないし。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

今日、ヨコの代わりに誰が出てるんだろ???
やっすん、忠義、ヨコﾁｬﾝ、早く元気になってね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2009.10.10 Sat 大倉忠義様、１日も早い復帰お待ちしてます。

大倉担まひるですけどもー。

今日のｲﾍﾞﾝﾄは大阪にヨコ、すばる、やっすん。

福岡に丸ﾁｬﾝ、亮ﾁｬﾝ。

聞いたとこヒナﾁｬﾝも欠席だったとか。

今日も忠義はお休みです。(;∀;)
なんか忠義が元気になってくれないと

全然元気の出ないまひるたそです

なんかこうゆう時こそ元気出さなきゃって思うんだけど

なんかヨコとかやっすんがつらかったとか言ってたから

今、忠義もつらい思いしてるんだなぁって思うと

自然と元気も消えていく···｡

なんか雑誌とか見てもやっぱりﾘｱﾙただﾁｬﾝがこんな状態だと

浮かれて見れず。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
ただﾁｬﾝ、１日も早く元気になってね。

なんか自分が元気なのが申し訳なくも感じます。

でもヨコとやっすんが無事復帰してくれて嬉しいです。

それにしてもヨコの３日で復帰は素晴らしい。

ｲﾝﾌﾙってそんな早く良くなるものなの???
いや、去年、うちのﾏﾏﾝがそのぐらいで復帰してたけど。(笑
あたしなんて確実１週間寝込むし、２〜３週間咳が止まらないもんなぁ。

喘息持ちだからね。

だから普通の風邪でもしんどいし。

そうそう、ﾗｼﾞｵが届きました。

CDも聴けるやつなんだけど結構おされ。



もうこれでﾚｺﾒﾝ聴きまくるぜぇ。

でも木曜深夜のﾄﾞﾗﾏも見たいんです

猿ﾛｯｸ面白いんだよねぇ。

で、今更ながらｼﾞｪｼﾞｭﾝとﾕﾁｮﾝのCD聴いてます。

やっべぇ。

ｼﾞｬｹのｼﾞｪｼﾞｭﾝがもっそいかっこいいんですけど。

なんかﾕﾁｮﾝはあたしが昔好きだった某ﾐｭｰｼﾞｼｬﾝの人に似てるんです。(笑
たぶんそれ言ったら怒られると思うんで言わないですけど。(笑
あ。そうそう、この間、あたし、誕生日だったじゃないですか???
あたし、東方神起のWebに登録してあるんですけど

また今年も東方神起から誕生日お祝いﾒｰﾙきました。

別にあたしだけ特別なわけでもなんでもないんですけど

やっぱり嬉しいです。

ｼﾞｬﾆWebにもこうゆう制度ないかなぁ???

まだ全然やってないｹﾞｰﾑ達。



ｳﾞｧﾝﾊﾟｲｱ騎士は今日買ったのね。

もうｱﾆﾒ見てる時から欲しくて。（笑

今日見つけたから買っちゃった。

ぷふぁ。早くやりてぇ。

でも毎日ﾄﾓｺﾚやってるんだよねぇ。

なんか今、あたし、すばると付き合ってるんだけど

昨日の夜なんて２人で腹筋と腕立てやってたよ。

しかもたっくんは苦手らしい。 (ﾟдﾟlll)ｶﾞｰﾝ
そんなに露骨に言わなくても。(笑
なんかすばるとﾗﾎﾞﾗﾎﾞなんだよなぁ。

おーちゃんに告られたけど断ってたし。

で、すばるときみくんがｹﾝｶしててもっそい可愛い。

「すばるのいけず。」

「いけずって言う方がいけずなんだもん。」って

いろんなﾊﾞｰｼﾞｮﾝで言っててほのぼのするんだよなぁ。

あぁ。たっくんとの結婚はなさそうだなぁ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

Webﾊﾟﾁ、ｺﾒﾝﾄいつもありがとうございます。

多忙につきただいまｺﾒﾚｽ停滞中です。

すみません。

また近々やる予定でいますので

しばしお待ちを。

Webﾊﾟﾁ、ｺﾒﾝﾄはとても励みになるので

２４時間お待ちしてます。

個人的なﾒｰﾙもお待ちしてます。

右側の方にﾒｰﾙﾌｫｰﾑがあるので

そちらからどぞ。

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：関ジャニ∞
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2009.10.11 Sun 大倉忠義、１３日復帰だぁ。

大倉担まひるですけどもー。

忠義が１３日のROMES撮影で復帰だってー♥

なんかとにかくただﾁｬﾝの無事が確認出来て良かった。

なんかずっと不安だったの。

でも復帰がわかってほっとした。

ただﾁｬﾝ、おめでとう。

ROMESの放送日に間に合うね。

やっぱり主役がいなくちゃ撮影も進まないだろうし。

嬉しいです。(;∀;)

ただちゅあ〜ん♥

これで安心してROMESが見れるし、雑誌も思う存分見れる。

関ﾊﾟﾆも見れる。

ﾔｯﾎｰｲ。忠義天国。

忠義ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ。(n‘∀‘)  ﾔｧｰｯﾎｫｰ。

今日、寝坊しました。

遅刻はｷﾞﾘｷﾞﾘ免れたんだけど

ちょっと焦りました

久々に焦りました。

なんかそれもいつも思うんですけど

他の人の遅刻は笑って見逃すくせにあたしが遅刻すると

怒りMAXになる店長はどう思いますか???
しかもあたしが睡眠薬飲んでるの知ってるくせに。

意味わからん。

まぁ、今日、店長休みだったんでいいんですけど。



そうそう、昨日、夜中、ｳﾞｧﾝﾊﾟｲｱ騎士のDSやってて

あたしｱﾆﾒしか見たことないので

文字で名前が出てくると読めないんです

零ぐらい???読めるのって。

もっそい漢字が難しい

で、零（ぜろ）の声をやってるのがあたしの好きな宮野真守さんで

しゃべるたびにｷｭﾝｷｭﾝしてしまいます。(○´艸`)♥

で、今、ﾀｯｷｰのﾗｼﾞｵ聴いてます。

単にﾗｼﾞｵが届いたんで活躍させたいだけです。(笑
ﾗｼﾞｵをつけたら聴き覚えのある声。

一発でわかりました。

我らが殿です。

ヒナﾁｬﾝが事務所で１番ｵｰﾗを感じる人に挙げたﾀｯｷｰです。

ちなみにその時、忠義はSMAPさんって書いてました。(笑
さすがです。(笑

そうそう、「ﾏｲｶﾞｰﾙ」最低３回は泣きました

もうこの先が楽しみです。

すっごいﾋﾟｭｱなお話で感動です。

そういえば保育士さんと言えば櫻井さんじゃないですか???
それが今度はヒナﾁｬﾝです。

１話ではﾁｮﾛっとしか出てこなかったけど

この先どんな先生なのかなぁ???って

楽しみです。

正宗くんが大好きです♥

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.10.13 Tue 無題。

大倉担まひるですけどもー。

最近、朝起きれないんだよねー。

遅刻はしてないんだけど

いつもは 出る前に

ﾊﾟｿと のﾒｰﾙﾁｪｯｸとかもしたりする余裕あったりするんだけど

ここ数日あんまりないかも。

まぁ、それも夜眠れないからだと思うんですけど。

頑張れ。頑張れ。

つーか急に寒くなりましたね。

寒いのは苦手ではないのですが

なんかちょっと前まで西日が当たるからと言って

昼間、ｸｰﾗｰつけてたり扇風機回したりしてたのに

むしろ寒いです。

今の時期って服装が難しくないですか???
あたし、１２月頭にｶﾞｯﾂﾘ、ｼｮｰﾄ丈のﾀﾞｳﾝ着たら

もっそい汗だくでした。(笑
（↑ﾊﾞｶﾁﾝでｽﾏｿ。

いよいよ、ただﾁｬﾝ、明日復帰ですね。

今からﾄﾞﾁﾄﾞﾁです

ちゃんと出られなかった記者会見も仕切り直しだそうで。

えがった。えがった。

なんかやっぱり健康が１番ですよね。

なんか今回って１週間ぐらいだったわけじゃないですか???
しかもﾆｭｰｽで取り上げられてて原因はｲﾝﾌﾙってわかってて。

でも章大がﾍﾙﾆｱになった時は事務所も正式発表とかもなく

結構長い時間章大、不在の時期があったじゃないですか???
あの時の相方（＠章大）の不安って相当だったと思うんです。

噂では腰が痛くて通院してるとかは聞いてましたけど



あの時は、もしかしたら辞めちゃうんじゃないかって不安もありました。

だからﾍﾙﾆｱだってわかって戻ってくるってわかった時は

ﾎﾝﾄに嬉しかったです。

やっぱり好きな人がいつも元気なのが当たり前みたく思ってたら

いけないんだなぁって思いました。

疲れてる時もあったり、体が調子悪い時もあったり、

それでも好きな人達は頑張ってるんだなぁってことを今回改めて

考えさせられました。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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通りすがりさん

あたしは遅刻を正当化してるつもりもありませんし、

現に遅刻は滅多にしませんし。

ただ店長は自分も遅刻する時あるし、

他の人が遅刻する時も何も言わないんです。

それがｽﾞﾙｲと言ってるのです。

薬に甘えてるつもりもありません。

ただうつ病で眠れない人の気持ちがあなたにわかりますか???
名前も出さずにｺﾒﾝﾄするような人に

とやかく言われたくないです。

tomoさん

もっそいって言うのはたぶん山梨の方言ではないと思います。

方言かどうかもわかりません。

ただ昔から友達の間では普通にもっそいって使うんです。

あたしと相方だけの言葉とかもありますし、

ただもっそいって言うのは

ものすごくって意味です。
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2009.10.14 Wed 犬耳の安倉萌え&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

昨日で忠義が仕事復帰ってことで

あたしの中でも忠義解禁

そして元気ﾊﾟﾜｰも復活

これからもﾓﾘﾓﾘ、ﾌﾞﾛｸﾞ書いていくんでよろしく〜。

なんか忠義が。あの忠義が３ｷﾛも痩せちゃったなんて。

それはよっぽどつらかったろうなぁって思います。

ﾀﾞｲｴｯﾄで３ｷﾛ落とすのと病気で３ｷﾛ落ちるのとじゃ全然違うもんね。

やっすんも２ｷﾛ痩せたってゆーし。

やっかし７人揃ったとゆーのが１番の幸せです。

ﾎﾝﾄは８人って書きたいけど。

でも気持ちの上では常に８→１です。

でも時々この言葉が前向きに１人で頑張ってる博貴に

重荷になってるんじゃないかって思うことがあるの。

忠義の文章から消えた８→１の文字。

でもこうも思うんだよね。

違う道を歩いてるかもしれないけど

でも志はいつも一緒だよと。

それは人それぞれの考え方、とらえ方かもしれないけど。

関ｼﾞｬﾆ∞のﾋﾟﾝｸは博貴しかいないし。

とあたしは今でも思ってる。

そう、で、昨日、免許の更新の手続きに行ったのね。

で、視力検査をしたんだけどもっそいｷﾞﾘｷﾞﾘです。(ノД`)
なんかこれが見えなかったらｱｳﾄ圏内でそれを１度間違えて

違いますねぇー。

って言われてもう１度ﾁｬﾝｽをいただいたので

勘で言ったらあってて。

ｾｰﾌ。⊂（＾ ＾）⊃　ｾﾌｾﾌ!!
でも同じ大きさの他のやつが見えてたんで

とりあえず視力検査通りました。



あたし、また視力落ちたな。

まぁ、昨日は寝不足でｺﾝﾀｸﾄ入れたから

もっそい目が痛くて帰ってきたら即効はずしてやったばい。

しかも帰りに人をはねそうになりました。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

横断歩道が５mぐらい先にあるのに と の間を

ぬって横断してきたｵｯｻﾝがいて危うくはねそうになりました。

しかも帰ってからｺﾝﾋﾞﾆに行こうとしたら

小学生のﾁｬﾘﾝｺ隊にあたしがはねられました。

振りかえったけど謝りもしないでどんどん行っちゃうんだもん。

昨日はﾎﾝﾄついてなかったです

で、今日は明日、残業する約束で１時間早くあがらせてもらって

に行ってきた。

今日は診察ありだったので時間かかるだろうと踏んでたんだけど

行ったら３人ぐらいしか待ってなくて。

なので１８時ぐらいには帰ってこれました。

帰りに本屋に寄ってTV誌も買ったし。

やっぶぁい。

ﾃﾚｶﾞｲのただﾁｬﾝとやっすんの表紙のやつがもっそいﾃﾝｿﾝが上がる

中見たら犬の耳つけてるんだもーん♥

やっぶぁい。

似合いすぎゆ♥

やっすんはたぶん眼鏡かけてない方が犬耳が映えたかと。

もっそい雷が鳴ってるのでﾊﾟｿの電源落とします。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥



pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.10.15 Thu ﾌｫﾛｰよろしくお願いします。

大倉担まひるですけどもー。

残業帰りのまひるたそです。

まだROMES見てないです。

一応ﾜﾝｾｸﾞで録画したんだけどちゃんと撮れてるみたい。

後でゆっくり見ます。

で、iPhoneを持ってるんですが

IPodは持ってなくて欲しかったのでnanoを買いました

D1010252.jpg

ちゃんと刻印入れてもらいました。



D1010251.jpg

（↑読めます???
「I am eighter.
Tadayoshi Okura Loved.」って入ってます。

ｦﾀｸ丸出しです。

そんなわけでこっちのIPodにはｼﾞｬﾆ曲だけ入れて

iPhoneには他の曲を入れることにしました。

で、韓国ﾄﾞﾗﾏのﾋﾁｮﾙが出ててずっと見たかった

ﾚｲﾝﾎﾞｰﾛﾏﾝｽがやっとDVD発売してくれて３BOX発売になるんだけど

その１BOX目が今日届きました♥

やっぶぁい。

ﾋﾁｮﾙがもっそい若い。

いや、今も若いけど。

明日のお休みはこれ見ようー



で、今日はﾚｺﾒﾝも全国放送から聴きます♥

ﾗｼﾞｵﾁｬﾝが先週手に入ったからね。

まだﾈﾄﾗｼﾞの設定がうまくいってなくて

今の時間帯は聴けないんだけどね

なんかそういえば空（＠章大）と話してたんだけど

亮ﾁｬﾝとやまぴーがｲﾝﾌﾙにかかった時は

Webでちゃんとﾌｫﾛｰがあったのに

今回全然Webでのﾌｫﾛｰもなく空とあたしはご立腹だって。（笑

ひどくね???
まぁ、済んだことはもういいけど。

なんかだから余計に不安だったし、

なんかもしものこととかあったらどうしようとか思ったし。

状況が全然わからなくて怖かった。

もうそうゆうのはｲﾔだからちゃんとﾌｫﾛｰして欲しいと思う。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2009.10.16 Fri ROMES１話＆ﾚｺﾒﾝ。

大倉担まひるですけどもー。

ROMES見たぁ〜

ﾔｯﾊﾞｲ。

めっちゃ面白い。

しかもすっごいなるしーが大倉さんのｷｬﾗのいいとこ

掴んでる。

もっそい可愛い〜

ｷｬｽﾃｨﾝｸﾞしてくださったｽﾀｯﾌさん、わかってるぅ〜。〜(^д^〜)

すっごいきゅんきゅんしちゃった

やっすんもっぽいっぽい。（笑

２人の絡みがすごく和む。

やっぱ主演っていいなぁ〜。(笑

なんか毎週楽しみ〜。

なんか忠義が２４歳に見えない。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
やっすんよりも年上に見える。

なんかたいﾁｬﾝと同じぐらいに見える。

たぶん今日、寝る前にもまた見ると思います。(笑

で、今はﾚｺﾒﾝを聴いてます。

今日はヒナﾁｬﾝがﾄﾞﾗﾏでお休みでｹﾞｽﾄにｼｹﾞと丸ﾁｬﾝが。

ｼｹﾞと丸ﾁｬﾝが実は仲良くて一緒にご飯食べに行ったりするんだってー。

意外。



きゃぁ。ﾂﾊﾞﾁｬﾝのﾗｼﾞｵでもしかしたら剛つんをｹﾞｽﾄに呼ぶかもって

言ってた。

絶対聴かなくちゃ。

あたしの中でのネ申ですからね。

森田剛くんは。

あ。あとｱﾂ兄とかもそう。

ネ申です。

あ。月刊SONGS、明日買いに行かなくちゃ。

お取り置きは頼んだんで安心なんですけど。

ヨコﾁｬﾝいわく、月刊SONGSの表紙のすばるはｼﾞｬｲｹﾙ·ﾏｸｿﾝみたいだって。(笑
見たいー。

早く見たいー。

今日帰りに買ってくればよかったぁー

綾波派???(笑
ｼｹﾞは綾波派???
あたしも綾波派ですけども。

なんでヨコはｴｳﾞｧに興味がないなんてー

めっちゃ面白い。

使徒の鳴き声のとこで爆笑してもうた。(笑
ヨコﾁｬﾝがｴｳﾞｧに共感できる人は???
って何言ってるんですか???
共感だらけですけども。

ヨコﾁｬﾝが丸ﾁｬﾝに子供と言われ、封印してた右ﾅｯｸﾙが出るぞ。って

言っててめっちゃ面白かった。

なんでヨコﾁｬﾝはｴｳﾞｧの良さがわからないんだぁー。

「急☆上☆Show!!」やっと聴いたぁ〜

すっごいﾛｯｸﾝﾛｰﾙな感じなんだね。



早く振りとか覚えたい。

ｴｲﾄと一緒に踊りたい。

なんか絶対ﾗｲﾌﾞで盛り上がるよね〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.10.16 Fri 充実した１日。

大倉担まひるですけどもー。

更に持ってないｼﾞｬﾆのCD借りてきて

nanoに入れた。

８００曲ぐらいになった。

でもまだSMAPとか入れてないんだよね。

何枚かCD持ってるんだけど。

で、今日は結局ﾚｲﾝﾎﾞｰﾛﾏﾝｽは見ずにCDをﾊﾟｿに入れていた。

寝たのが朝８時ぐらいで起きたのがお昼の１時で

女の子の日ってこともあり若干眠いんですけど

とりあえずすばるのﾏｲｹﾙ·ｼﾞｬｸｿﾝも買ってきたし。(笑
若干似てるんですよね。(笑
月刊SONGSの表紙。

なんかすっごい充実した内容でありがたすです。

今回の新曲ってﾛｶﾋﾞﾘｰなんですね。

あたし、ﾛｯｸﾝﾛｰﾙかと思ってました。（無知

ﾛｶﾋﾞﾘｰってほとんど聴いたことないもんなぁ。

あぁ。小学生ぐらいにちょっとかじったぐらい???
だから懐かしい感じがしたのかもしれませんね。

そう、今日、花男の韓国版のDVD探したんだけど

まだﾚﾝﾀﾙになってないっぽい。

見つからなかったもん。

でもTSU○YAの韓国ﾄﾞﾗﾏの充実ぶりにびっくり。

あたしが一時期ﾊﾏってたﾌﾙﾊｳｽもあったもん。

あれ、面白いんだよねぇ。

あたしのｲﾁｵｼなんで見てくださいねー。(笑

で、LANDSのCD予約が始まったので早速予約。



たぶん映画も観に行くと思う。

ﾊﾟﾝﾌも欲しいから。

監督、音楽、主演どれを取っても満足することが予測される映画だと

思うもん。

楽しみ〜

出不精のあたしが行けるのか疑問だけど。(笑

散々、昨日語ってたｴｳﾞｧの映画さえ観に行ってないからね。(笑
なんか苦手なんだよね。

時間通りに動くのって。(笑
社会人にしてあるまじき発言。

だから何時にどことかﾎﾝﾄ苦手で。

何時にどこどこの映画館でとか。

何時に電車に乗るとか。

なんかよく計画好きな人っているじゃない???

気持ちがわからない

それがﾋｯｷｰな部分なんだろうなぁ。(笑
でもFINE BOYSに忠義がｱｳﾄﾄﾞｱ派って書いてあったから

出来るだけﾋｯｷｰ改善していきます。

(↑気持ちだけ。(笑
忠義だって人ごみが苦手だから

おうちでﾏｯﾀﾘ過ごしたいって言ってたじゃないですかぁー???
高感度UP狙いですか???

ﾋﾁｮﾙの１番好きな映像。

（↑めっちゃ可愛くないですか???

ちょっと雑誌読みたいので終わります。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.10.17 Sat ｳﾊｳﾊです。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、夜中までnanoにﾑｰﾋﾞｰ入れてて寝不足。

無事に入りましたぁー。

やり方も覚えたし、ﾊﾟｰﾍﾟｷ。

でも春馬くんのﾄﾞﾗﾏ録画するの忘れた

途中から見たけど面白そうだった。

もう春馬くん大好き♥

でも特に好きなのは執事ﾄﾘｵだけどね。

水嶋ヒロくんと佐藤健くんと向井理くんね。

きゅんきゅんですよ

そういや、今日の土ｽﾀどうだったんだろう???
きっともっそい人多かったんだろうなぁ。

この間なんて平日だったけど５００人超えてたんでしょ???
すっごいよね。

なんか最近東京に戻りたいなぁってちょっと思う。

で、休みの自由になる仕事を羨ましく思う。

まぁ、今の仕事も代わりが見つかれば休めるんだけど

そう簡単に代わりなんて見つからないのよ

１ヶ月ぐらい前から探し始めるんだけど

なかなか気持ちよくいいよって言ってくれる人っていないのよねぇ。

あたしは さえない日だったら

代わってあげるようにしてるんだけど。

どうせ暇だし。

暇ってゆーかやることもあるんだけど

それが仕事に代わっても問題ないってゆーか。

まぁ、よっぽど疲れてる時は断るけど。(笑



から騒ぎにまっすーが出てたので見ました。

久々にまっすー見たなぁ。

２４時間ﾃﾚﾋﾞ以来???
なんか太った???
服装のせいかなぁ???
なんか丸く見える。

あ。NHK見たいんで中途半端ですが

終わります。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.10.19 Mon 男前大好き&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

なんか昨日、不愉快なことがあったけど

今日、帰ってきたらお友達から誕生日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄが届いてて

ﾃﾝｿﾝUP

（↑黄緑色のｹｱﾍﾞｱと忠義のｶﾚﾝﾀﾞｰとPHOTOBOOK２冊。

もう、もうすっごく嬉しかった♥

ありがとうございます。

大切にします。

で、しゃべくり007に向井理くんが出てて見た。

やっぱりかっこいいなぁ。

もっそい顔が小さくてｼｭっとしてて好き♥

そして出た

噂のｱﾝｱﾝ。

もういつもの本屋にお取り置き頼んだら

ｾｸﾊﾗ発言で返された話ね。

あれは恥ずかしかったなぁ。

「向井さんが外人の女の人に裸で覆いかぶさってる表紙のやつですか???」って。（笑

男の店員さんに言われたからね。

そうそう、発売当初予約してなくて買えなかった



ｺｽﾚｽのｻﾝﾄﾗが中古で５８０円で買えたの♥

もうすっごい嬉しくて。

もう最近ｹﾞｵさんにお世話になりっぱなしです。

嵐のﾍﾞｽﾄも職場の同僚に焼いてもらったし。

もう、今、ﾊﾟｿｺﾝにｼﾞｬﾆ曲だけで８００曲入ってるんだけど

MIXして聴いてる。

ｼﾞｬﾆｼﾞｬﾆしちょりまっせ。

で、土ｽﾀをﾜﾝｾｸﾞで録画してたから見たんだけど

いつもよりﾊﾟｰﾏが濃ゆい大倉さん。

相変わらず派手目の安田さん。

やっすんのﾊﾟﾝﾂが可愛かった。

なんかしかもさすが主役。

いつもより喋ります。

なんか生で見たかったなぁ。

あたしの東京の からならﾁｬﾘで

行ける距離だもん。

なんかしかも安田と激しくいちゃつく大倉さん。

（↑あえて安田呼ばわり。

つーかむしろ安田がじゃれついてるんだよなぁ。

嫉妬。

あたしもたちょにじゃれつきてぇ。

で、アンケートの結果も想像通り。

やっすんの動物好きはｦﾀの中では熟知されてるからねぇ。

忠義とかあーゆうﾊﾞｰﾃﾝさん普通に居そう。

あぁ。あんなに男前はいないか。

でも向井理くんみたいなﾊﾟﾀｰﾝもあるしな。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.10.24 Sat 諸事情につき。

こんばんわんつー。

大倉担まひるですけどもー。

諸事情につきメールもブログも凍結しております。

すみません。(ノД`。)

問題が片付き次第復活しますので

しばしお待ちください。

福原まひる。



2009.10.24 Sat 落ち着きました。

大倉担まひるですけどもー。

お待たせしました。

なんかたかだか３日ﾌﾞﾛｸﾞ書かなかっただけなんですが

最近かなり書いていたのですごく鬱憤が。(笑

ちなみに何が起こっていたかと言いますと、

先週の日曜日に体調を崩して仕事を休ませてくださいって

職場に電話したんですね。

そしたら「無理。休むならｸﾋﾞね。」って言われたんで

我慢して行ったんです。

そしたら着いたらいきなり「今後一切病欠は致しません。生理痛も含む。」って言う

誓約書に有無を言わさずｻｲﾝさせられたんです。

それがずっと納得いかず自分の中で

もやもやしててなんでそこまでやられなきゃならないんだと思って

昨日、本部に電話して相談したんです。

そしたら本部の人が店長に言ってくれて

今日、店長と１時間半ぐらい話をしたんですよ。

生理痛も重いし、不規則だから前もっていつ生理だから

休ませてくれとも言えないし、他の人より

病弱なのも確かだし、それなのに病欠は致しませんの

誓約書はおかしいんじゃないか???
店長はあたしが倒れた時に責任取れるんですか???
って言ったよ。

そしたら昨日、本部の人にこっぴどく言われたみたいで

「休ませないとは言ってない。」って言いだして。

「納得してｻｲﾝしたと思ってた」とか。

具合悪くて長い話が聞いていられずｻｲﾝしなきゃいけない状況に

追い込んだのはあなたでしょ???
って思ったけどね。

で、まぁ、お互い納得いくまで話して

病欠も生理痛も認めるって話になりまして。



そんなわけでここ１週間ぐらいずっと不愉快な思いをしてたんですけど

やっと解決しました。

なんか今日、ずっといつもより話し方が穏やかで

よっぽど本部の人に言われたんだなぁと思って。(笑
もうだって倒れたら裁判にしてやろうと思ってたもん。

それにここ１週間のストレスもﾊﾝﾊﾟなかったし。

それがずっと続くかと思ったらしんどかったし。

空（＠章大）にも相談してたんだけど

このままじゃ、まひるがつぶれちゃうって言われて。

まぁ、店長もまさか本部に電話するとは思ってなかったんでしょ???
いや、あたしは労働組合なんちゃらかんちゃらってとこまで

電話してたけど。(笑

さあさあ、話を変えましょ。

昨日のﾏｲｶﾞｰﾙもまた泣いてしまった

もう相葉ﾁｬﾝとｺﾊﾙﾁｬﾝの会話が泣けるんです

で、なんかすごく相葉ﾁｬﾝが自然なんだよねぇ。

だから余計に泣ける。

なんかヒナﾁｬﾝもわけありみたいだし。

来週はヒナﾁｬﾝがﾒｲﾝっぽいし。

またコハルﾁｬﾝが可愛いんだよねぇ。

すっごくいい子だし。

正宗きゅーん。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

で、ROMES第２話。

さすが成嶋きゅんです

なんかどうなることかとﾄﾞｷﾄﾞｷﾊﾗﾊﾗだったけど

やっぱり成嶋くんは上をいってるねぇ。

なんか人が信じられないかと思ったら最後優しさを見せてたし。

あたしもｷｬｻﾘﾝを抱いて寝てます。

つーかｷｬｻﾘﾝって···｡

ｲﾙｶにｷｬｻﾘﾝって名前つけちゃうとこが忠義っぽい。

うちのｲﾙｶﾁｬﾝにはまだ名前がなかったんで



あたしもｷｬｻﾘﾝってつけましたけど何か???
どうせただﾁｬﾝもROMESの撮影が終わったらｷｬｻﾘﾝお持ち帰りでしょ???
(‾ー‾)ﾆﾔﾘ
なんかしかも砂村のあの一生懸命さが

やっすんとかぶる。

やっすんも一生懸命で優しいもんね。

なんか成嶋きゅんがﾁｪｯｸﾒｲﾄって言った時が最高にﾃﾝｿﾝが上がった

やべぇ。かっけー。

でもﾁｪｽをやったことのないﾙｰﾙも知らない福原まひる２６歳ですけども。

で、０号室の客。

面白い。ヨコが可愛い。

１５分じゃ物足りないなぁって思った。

あっという間なんだもん。

おおﾁｬﾝがｲｹﾒｿ。

毎週楽しみ。

ちょっと起きてるのがしんどいけど。

でもあのﾄﾞﾗﾏは続けるべきだ。

しかも全国放送で。

あれ絶対面白いもん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.10.25 Sun ﾌﾟﾚｿﾞﾝのDVDを買うか迷うｦﾀｸ。

大倉担まひるですけどもー。

今日のおされｲｽﾞﾑの小出くんのビズが最高だ

今まで小出くんにきゅんとしたこともなかったけど

今日、初めてきゅんとしました。

今までどこ見てたんでしょうね。(笑
愕然としました。

今日は特に書くこともないんですけど。(笑
なんかちょっとﾌﾞﾛｸ書かなかっただけで書き方忘れる。(笑

いや、でも今日はﾌﾞﾛｸﾞ書くぞぉー

いや、なんとなく。（笑

なんか店長の態度がだいぶやんわりしてるんですよねぇ。

なんか裏に呼ばれなくなったし。(笑
よっぽど本部の人に言われたんだろうなぁと思って。

やっぱり本部の人から見て印象悪いと

出世にも関わってくるしね。

最近、夜寒くて起きてるのがしんどい。

で、ﾋｰﾀｰをつけてみた。

暑い。(笑
さすがにそこまで寒くはないか···｡

いや、そうでもないなぁ。

案外つけるといい感じ。(笑

あ。そうだ。

久しぶりですが年賀状交換をしたいと思います。

まひるたそと年賀状交換してもいいよって方が



いましたらﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

これはしばらく記事に書きます。

よろちく〜

すみません。

２年続けて喪中だったので久々になりますが

よろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.10.26 Mon 先輩の先輩。

大倉担まひるですけどもー。

すっごい今日眠くて仕事中に目が閉じそうになってた。(笑
今日、寝たの朝７時だったんだよね。

で、１０時に起きて。

ほぼ寝てないってゆーね

でも夜型人間だから夜になると眠くなくなる。

なんかどんどんﾃﾝｿﾝ上がってくるもん

ｽﾏｽﾏにｷﾝｷが出ててもっそい面白いんですけど。

あたしがまだｦﾀじゃない頃の話とか。

まだまだあたしがただのｶﾞｷﾝﾁｮだった頃の話とか。

でも光GENJIとか好きだったからなんとなくSMAPのことは覚えてる。

まだ全然子供でｦﾀって呼べるものじゃなかったんだけど。

だって生まれて初めて好きになった芸能人が光GENJIだったんだもん。

保育園の頃???
なんとなく覚えてる感じ???
だからへぇ〜って話が多くて面白かった。

つーか今週のｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ。

ﾀﾊﾞｲ。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ただﾁｬﾝの上半身裸。

ﾎﾟｯ(｡-_-｡ )人( ｡-_-｡)ﾎﾟｯ
もうｶﾞﾝ見ですけど何か???
もう滅多にないｼｮｯﾄなので目に焼きつけとかないと。

お宝ｼｮｯﾄですなぁ。

しかもちょっとﾜｲﾙﾀﾞｰ。

ﾎﾟｯ(｡-_-｡ )人( ｡-_-｡)ﾎﾟｯ



そうそう、あたしのﾊﾟｿはHDDにﾘｶﾊﾞﾘｿﾌﾄが入ってるから

自分でﾘｶﾊﾞﾘDVDを作らないとならなくて

いつもDVDを買ってこようと思うんだけど

忘れるんだよなぁ。

しかもWindows7推奨ﾊﾟｿだから１９８０円でﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ出来るの。

で、昨日富○通さんにｿﾌﾄを頼んだんだけど

２週間ぐらいかかるらしくて。

それまでにﾘｶﾊﾞﾘDVDを作らないと。

あと無線ﾙｰﾀｰの設定もしなくちゃだし、

結構めんどっちぃ。

ﾄﾞﾛﾝ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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JUGEMテーマ：ジャニーズ



2009.10.27 Tue 大倉忠義さんが青々としてても。

大倉担まひるですけどもー。

ﾔﾍﾞｪ。

今日１日爆睡してて何もしてねぇ

嵐の今年のｶﾚﾝﾀﾞｰを今更買ってみた。

相葉ﾁｬﾝがひどくｴﾛｲ。

ﾋﾞｰﾁｸが出てるんですもん。(笑
でもあたし蜷川さんの写真好きなので買う気になったんですけど。

すごく色鮮やかで好きです。

なんか嵐のｶﾚﾝﾀﾞｰ買うのなんてﾃﾞﾋﾞｭｰ以来なんですけど。

また１０周年にしてﾊﾏるとは思ってもなかったよ。

なんか嵐のｶﾚﾝﾀﾞｰ、ﾃﾞﾋﾞｭｰの時のやつとかぼんやり覚えてるもん。

表紙が白でさぁ。

まだ にあるよ。

東京から引っ越してくる時に一緒に持ってきたもん。

そういや、山梨県民になってからもう８年になるんだなぁと思って。

もうすっかり山梨県民ですよ。

東京都民のかけらもない。

世田谷区民だったんだけどなぁ。（笑

ちなみに空（＠章大）が品川区民。

近かったんだよね。

案外。

なんかよく渋谷からﾊﾞｽで空んちに行ったんだけど

大概ﾊﾞｽに乗ると空は寝そうになってた。

いや、ほぼ寝てた。（笑

ｷﾞｻﾞﾅﾂｶｼｽ。

そういや、忠義さん、夜になるとお髭がと言ってましたけど

お髭って薄い方じゃなかったっけ???
なんか伸ばしてもちょろ〜っと生えてくるだけとか

言ってたけどなんちゃって高校生やってた時も夜になるとお髭が

って言ってたよね???



あたし、お髭とか腋毛とか薄い方が好きなんですけど。(笑
でも空いわく腋毛はふぁっさ〜と飛び出してるぐらいが大好物らしい。

だから安田さんは理想の腋毛をしてるらしい。(笑
あたしとしては腋毛はしまっといて欲しいわけ。(笑
ってあたしはさっきから何の話をしてるんだ。

うーん。でもｼﾝｺﾞﾘﾗはお髭が濃くても我慢出来るから

きっと大倉忠義さんのお髭が年々濃くなっても我慢出来ると思う。(笑
あたしは忠義が加齢臭がしてきても我慢出来ると思う。(笑

この匂いに敏感なあたしがですよ

忠義の加齢臭ならｶﾚｰ臭だと思うようにするよ。

ってあたしは何の話をしてるんだ。

ｱｲﾄﾞﾙは加齢臭なんてしないもん。(笑
甘いいい匂いがするんだもん。もん。もん。

ところで抽選でiTunes Cardが３０００円分当たりましたって

届いたんですけどどう見ても１５００円分なんですけど。(笑
これはどうしたらいいんでしょう。

黙って１５００円分使うか電話して更に１５００円分もらうか。

でも１５００円と３０００円じゃ倍も違うんだよ。

なんか当たっただけに申し出づらいとゆーか。

買ったものならすぐに言いだせるけど。

どうしたらいいんだ???

誰か教えてー

で。今年は年賀状交換をしたいと思います。

まひるたそと交換してもいいよって方がいましたら

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

初めましての方でもﾌﾞﾛｸﾞを読んでくださってる方なら

大歓迎です。

これしばらく記事にｱｯﾌﾟします寄って煮。

よろちく〜

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.10.28 Wed ｷﾀ━━━(;´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀)━━━━!!!

大倉担まひるですけどもー。

忠義さんのあのｷｰｹｰｽ。

HERMESだって。

何???ｴﾙﾒｽ???

ｴﾙﾒｽｷﾀ━━━(;´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀)━━━━!!!

さすがだよね。

ﾎﾞﾝｸﾗ会社員には手が出ねぇっす。

それなのに真似してもいいよ発言。

だいぶ挑戦的???（笑

ｳﾞｨﾄﾝのｷｬﾘｰﾊﾞｯｸﾞを持ち、ｴﾙﾒｽのｷｰｹｰｽを首から下げる男、

大倉忠義。

嫁に行ってもいいですか???
まひるたそなんて長年愛用してたｳﾞｨﾄﾝの財布が壊れ、

今はﾏﾏﾝがﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄしてくれたﾉｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞの茶色の財布よ。

通称ｦﾊﾞﾊﾞ財布。

ｳﾞｨﾄﾝのﾎﾞｽﾄﾝはﾏﾏﾝにﾊﾟｸられ。

今やﾉｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞの女よ。

さすが大倉忠義、稼ぎが違うぜ。

亮ﾁｬﾝのようにｼﾙﾊﾞｰの普通のｷｬﾘｰﾊﾞｯｸﾞとか持ってよ。(笑
普通の会社員が持つような。



ｳﾞｨﾄﾝさまさまだよ。

あたしなんてｺﾞﾛがいつ取れてもおかしくない１０００円のｷｬﾘｰ

いまだに使ってるのに。(笑
（↑それもどうかと思うけど。(笑

ｴﾙﾒｽー。(T△T)

あたしなんてiTunesｶｰﾄﾞが３０００円分が当たったって書いてあったのに

中身が１５００円分で電話するか悩んでるもっそい庶民派ですけど何か???
空（＠章大）に言ったら「絶対電話しろ。」ってﾒｰﾙ返ってきたわよ。

そんなたかだか１５００円ごときで迷ってるなんて

忠義様が知ったら笑うよね???
きっと。

年賀状交換を今年はやろうと思います。

まひるたそと交換してもいいよって方がいましたら

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

初めましての方でもﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってる方なら

全然OKです。

ﾒｰﾙお待ちしてます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

Webﾊﾟﾁ、ｺﾒﾝﾄいつもありがとうございます。

ただいま多忙につきｺﾒﾚｽお休みしています。

BUTとても励みになるのでWebﾊﾟﾁ、ｺﾒﾝﾄ、２４時間お待ちしてます。

じゃんじゃんﾖﾛﾋﾟｺ。
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JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.10.29 Thu ｻｸﾗｯﾌﾟ＆ｱﾗｵｹ館。

大倉担まひるですけどもー。

ｱﾗｵｹ館でもっそいﾃﾝｿﾝ上げ上げ になってたｦﾀｸです

相変わらず嵐ちゃんは過酷ﾛｹが多いなぁ。

でもめっちゃ好き♥

あたしもｱﾗｵｹ館のために嵐練習しとこ。（笑

特にｻｸﾗｯﾌﾟ。(笑
櫻井担じゃないけど。(笑
あたしは櫻井担によるｻｸﾗｯﾌﾟが聴きたいってゆーか

見たいんです。（笑

あ。昨日関ﾊﾟﾆ見た。

新宿２丁目のｵｶﾏﾁｬﾝに質問してその答えを

当てるってｸｲｽﾞで。

抱かれたいｴｲﾄﾒﾝは???の質問に一同やっすんを狙いに行くも

結局ヒナﾁｬﾝに。

亮ﾁｬﾝはヒナﾁｬﾝって言ってたんだけど。

なんか忠義欠席の回だったのでちょっとﾃﾝｿﾝも下がりつつ

で、罰ゲームはヨコちょ。

粉まみれになってた。

やっぱ１５分じゃ短いよー。

もうなんでうちに視聴率測る機械がないのか不満なんですけどー。

あったら絶対エイト関連の番組はｶﾞﾝ見なのに。

特に深夜番組。

あと嵐関連の番組。

ﾊﾞｯﾁﾘなんですけどぉー。

あ。ﾛｰ○ﾝでまたﾘﾗｯｸﾏｸﾞｯｽﾞもらった。

ｼｰﾙ集めるやつね。



なんかあたし、ﾏﾆｱだよね???
ﾛｰ○ﾝﾏﾆｱ。(笑
とりあえず職場の近くにも家の近くにもあるからね。

だからNEWSのﾍﾞﾋﾞｰGとか当てちゃうんだよ。（笑

結局ﾊｳｽ食品の嵐のやつ申し込まなかったしなぁー。

時計とか欲しかったなぁ。

（↑後悔の念。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.10.30 Fri 間に合ったぁー。

大倉担まひるですけどもー。

ｴｲﾄのｼﾝｸﾞﾙの抽選のあるお店を知ったのが

昨日だったので（遅っ

今日、慌てて近くのCDｼｮｯﾌﾟに予約に行ったんだけど

って言われて

次に近いお店に電話したら だったんで

ちょっと遠いんですけど行ってきます。

２日に入るか４日に入るかわからないので入荷したら

電話くれるそうです。

つーか今日、ﾊﾟｿの調子が悪くて２回も勝手に電源が落ちてしまって

まだ買ったばっかりなのに不安が残ります。

で、ﾘｶﾊﾞﾘｿﾌﾄも作りました。

Windows7になったらOSも落ち着くんだろうか???
それを期待してﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟさせます。

そう、それで今日の任務は完了なんですねぇ。

ｦﾀ誌も買ってきたし、新曲の予約も出来たし、

ｱﾏｿﾞﾇの返品も済んだし、諸々の振り込みも済んだし。

ﾘｶﾊﾞﾘｿﾌﾄも作ったし。

まぁ、昼間は寝てたんですけど。(笑
しかも今日、ｽﾞｰﾑｲﾝの大野くんを見る気満載で起きてたんですよ。

１０分前まで記憶あるんですけど

肝心なとこで寝てました。

起きたら１０時で。

それから用事済ませて

１４時ぐらいから１６時ぐらいまで寝てました。

しかもその時間に寝る時の記憶がない。(笑



よっぽど眠かったっぽい。

つーかﾄｰﾀﾙで５時間ぐらい寝てるよね???
今夜眠れるかなぁ。

やべぇー。

ﾌﾞﾘｭﾚだぁー。

って今iTunes聴きながらﾊﾟｿやってるんだけど

やっぱあたしﾌﾞﾘｭﾚ大好き。

もっそいﾃﾝｿﾝが上がる

もうｲﾝﾄﾛだけでﾃﾝｿﾝが急☆上☆SHOW!!

お風呂入ってきまーす♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.10.30 Fri 年賀状交換受付中。

大倉担まひるですけどもー。

ｽﾜﾝｿﾝｸﾞが大好きなまひるたそです。

ずっと不在通知が来てたの忘れて

今日、荷物受け取りました。

(↑嵐のPV集とにぃにのDVDです。

まだ全然見てないんですけど。(笑

なんか眠くてもう寝ちゃおうかと思いました。(笑
そうそう、iTunesｶｰﾄﾞが１５００円分しか届かなかったことも

電話したんですよ。(笑
そしたら残り１５００円を送ってくれることになって。

とりあえず無事に３０００円使えることになりそうです。

(‾ー‾)ﾆﾔﾘ
もう５曲程欲しい曲があるんですけど。

１１月はNEWSだったりｴｲﾄだったり、DVDだったりで

出費が多いので１２月から節約して来年に備えようと思います。

そして来年こそはTVを買おうと思うのですが

３２ｲﾝﾁを買うか２７ｲﾝﾁを買うか迷ってるんですけど。

とりあえず電機やに行こうと思いまして。



まぁ、来年ですけど。

なんか問題はｱﾝﾃﾅとかの設定なんですけど

もうTVのｺｰﾄﾞが奥に引っ込んでてその前に棚があるので

設定がうまく出来るのか不安なんですけど。

ROMES３話目見たよー♥

なんか毎回毎回すっごい面白い。

章ﾁｬﾝの裸も見れたけど噂の忠義の裸も見れたし。(‾ー‾)ﾆﾔﾘ
あたし背中の綺麗な人がすっごく好きで。

忠義の背中が理想的。(・∀・)ｷｭﾝｷｭﾝ!
もうそこだけ何度もﾘﾋﾟﾘﾋﾟしちゃった♥

なんかﾎﾝﾄに若き天才なんだなぁと思わず

成嶋くんに惚れてしまってます。

なんか忠義とやっすんが演じることにより

ROMES見てるけどたぶん出てなかったら

見ることもなかったかなぁと思います。

そう思うとすごく得したなぁって思います。

今年は年賀状交換をしたいと思います。

まひるたそと年賀状交換してもいいよって方が

いらっしゃったら右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

初めましての方でもﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってる方なら

全然OKです。

よろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2009.11.01 Sun 嫁に行ける自信がないんですけどぉー。

大倉担まひるですけどもー。

昨日から肩こりのせいで頭痛がしてしんどいです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
ﾊﾟｿなんてしてる場合じゃないのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

今日、 出る時間、１時間間違えて

早く出てしまったので（完璧な寝ぼけです。

本屋に寄ってBiDaNを３冊買い。

職場について開いてﾆﾔﾆﾔしてました。(笑
（↑THE変態。

やっぱり表紙っていいなぁ。

しかもﾌｧｯｼｮﾝ誌。

すっごい男前が更に男前になるのでｽﾃﾁです♥

ｦﾀを隠してるので何気ない感じで見てたんですが

内心ﾊﾞｸﾊﾞｸです

ただﾁｬﾝの男前具合に。

やっべぇ。

なんでこんなに男前なんだ???

もう絶対あたし、嫁にいけねぇ

こんな男前好きになったりしたらﾀﾞﾒだよ。

だってこれ以上の男子なんていないもん。

明日の朝 ﾌﾗｹﾞして、郵便局に用事があるので

もそもそとやってから仕事に行くので早起きしなくちゃなんだけど。

CDｼｮｯﾌﾟが遠いんだよー。

職場と反対方向だから１時間ぐらいかかるんだもん。

しかも から左行って右行って左に行くとゆーね。（笑

めんどくせぇー。

郵便局で荷物を送るので先に行かないと大荷物なんだもん。

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

携帯ｸﾘｰﾅｰ当たるかなぁ。

しかも緑



ただﾁｬﾝｶﾗｰがいいよー。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

そういや、空（＠章大）から２日〜３日連絡こないけど

どうしたかなぁ???
ﾊﾟｿが見れないから抽選のあるお店教えたんだけど

その返事が返ってこない···｡

無事予約出来たかなぁ???
あぁぁぁぁぁぁぁあ。

あたし妙な時にくじ運発揮するけど

肝心な時にくじ運探知機が作動したことがない。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
まぁ、ﾎﾞﾁﾎﾞﾁ３枚ｽﾃｯｶｰってとこですかねぇ。

誰かくじ運わけてくれ。

ｵﾗに元気をわけてくれ。

（↑元気玉作動中。

今年は久々に年賀状交換をしたいと思います。

まひるたそと年賀状交換してもいいよって方が

いらっしゃったら右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

まだお返事をしてない方には明日、ご連絡致します。

今日、ちょっと諸々用事があって遅くなってしまったので。

すまみせん

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2009.11.02 Mon 明日。

明日のテレフォンショッキングは忠義さんだー。

本日フラゲ出来ず。

朝早くて準備がまだ出来てなかったらしい。

悲しい。(ノД`)
明日朝一で行ってきまふ。

じゃ、仕事に戻るぜ。



2009.11.02 Mon ﾌﾗｹﾞしたよ。

大倉担まひるですけどもー。

結局、休憩時間に抜けてﾌﾗｹﾞに行ってきましたよ。

だって抽選出来なかったらイヤだもん。

結果。

ｽﾃｯｶｰ２枚。ﾅｽ１つ。

ｳﾜｧｧ━━━━｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡━━━━ﾝ!!! 

ｸﾞﾘｰﾝじゃなかったぁ。

まぁ、期待もしてなかったので

ﾅｽが当たっただけでも喜ぶとします。

もしﾅｽとｸﾞﾘｰﾝ交換してくださる方居たら

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

もしｸﾞﾘｰﾝが２つ当たったとゆーﾗｯｷｰな方が

居たらよろしくお願いします。

眠いのでまた後で起きてたら書きますね〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.11.03 Tue 忠義といいとも。

大倉担まひるですけどもー。

今日、Windows７にﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟしたんだけど

ﾃﾝﾌﾟﾚがｶﾞﾀｶﾞﾀに崩れて見えるの。

でもたぶんいじったら他の人が見た時にｶﾞﾀｶﾞﾀに崩れて

見えると思うのでいじりようがないってゆーね。(;∀;)
しかもまた顔文字が消えた。

なので少しだけ入れてみたんだけど

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟに１時間半ぐらいかかって

腰が痛いのなんのって

昨日、すっごい爆睡。

宿題くんの途中まで起きてたんだけど

我慢出来ずに途中で寝ちゃった

なんであんなに眠かったんだろ

あたし的に珍しい。

で、今朝１０時ぐらいまで寝てました。

完璧爆睡です。

あ。今日、いいとも見た。

もっそい忠義がかっこよすぎてｷｭﾝ死しまくり。

もう髪型も衣装も話し方も顔も声もすべてが完璧だった。（笑

久々に見たよ。

ﾘｱﾙ忠義を。

もうﾎﾝﾄ気持ちはｱﾙﾀに行ってたからね。

やっぱり大倉担はやめられねぇぜ。

なんかﾀﾓさんとすっごく自然な会話。

なんかもっとあがってるかなぁとか思ったんだけど

なんか最近はﾎﾝﾄ堂々としたものです。

安心して見てられるってゆーか。

なんかそうゆう結構どっしり構えた性格も大好きです。



そして最後の質問のとこで亮ﾁｬﾝの誕生日出しましたね。（笑

ここでくるかぁー

って思ってみてたんだけど

結局今日誕生日だった人が２人居て。

残念がる忠義がもっそい可愛かった♥

今年は年賀状交換をしたいと思います。

まひるたそと年賀状交換してもいいよって方が

居ましたら右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

よろぴこ〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.11.03 Tue ﾊﾋﾟﾊﾞ。亮ﾁｬﾝ。

HAPPY BIRTHDAY
RYO NISHIKIDO

25th!!!!

亮ﾁｬﾝ、２５歳おめでとう。

ずっと忙しくて今少し落ち着いてるのかなぁ???
って思います。

それでも明日「急☆上☆Show!!」の発売日なので

ｴｲﾄごとでは忙しくしてるんだろうなぁって思います。

いつもならそれにﾄﾞﾗﾏが入ってるので

NEWS、ﾄﾞﾗﾏ、関ｼﾞｬﾆ∞とﾊｰﾄﾞだよね。

いつもご苦労様です。

いつも頑張ってる亮ﾁｬﾝが大好きです。

亮倉ｺﾝﾋﾞも好きだけど気まずいｺﾝﾋﾞも大好きです。

なんか見ててO型ﾄﾘｵは愛しくなります。（笑

これからもずっとずっと応援してます。

亮ﾁｬﾝのお芝居も歌もﾀﾞﾝｽも性格もみんなみんな大好きです。

２５歳という年が亮ﾁｬﾝにとってHAPPYなものに

なりますように。

2∞9.11.3　大倉忠義担当＊福原まひる

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.11.03 Tue ひっさびさにお昼のTV。

本日３回目の登場大倉担まひるですけどもー。

そうそう、ﾊﾟｿがVistaから７にﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟしたんだけど

Vistaの時もOutlook Explessじゃなくて

Windowsﾒｰﾙってやつだったのね。

それなのに７になって更にWindows Liveﾒｰﾙってやつに

変わってしかもそれはﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟじゃなくて

新しく入れたからWindowsﾒｰﾙは消えちゃったのね。

なので不便不便。

でもだいたいのﾒｰﾙは残ってるんで

安心してください。

ただ自分が送ったﾒｰﾙは消えちゃったけど。

あ。なんかまだ急☆上☆Show!!のPVとか見てないんだよね。

昨日眠すぎて寝ちゃったし、

今日はお昼から のﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟしてたし。

設定も含めたら３時間ぐらいかかったし。

これでOSが安定してくれるといいんだけど。

なんかもうVistaの調子の悪いこと悪いこと。

買ったばっかりだったのにいつ壊れるの って不安だったし。

そうそう、ｶﾞﾘｶﾞﾘくんのｱｯﾌﾟﾙとﾏﾝｺﾞｰ味のやつがもっそい

美味しいんだけどなんかあたしが買うと必ず折れてるんだよね

なしてですのん???ヽ(TдT)ノｱｰｳ…。

折れてませんでしたよって方はぜしｺﾒﾝﾄ残してくだぱい。

あ。０号室の客が見れない地域にお住まいの方は

某動画ｻｲﾄで見れるらしいんでぜし

これ、ﾏｼﾞお勧めだから

あたし、よこﾁｬﾝのしゃべり方がすごく好きで。



最近の腹黒ヨコﾁｬﾝにはなかった喋りだね。（笑

なんか最近ずっと腹黒かったから新鮮です♥

そうそう、関係ない話なんだけど

あたし、斉藤兄弟が好きなのね。

斉藤祥太くんと慶太くん。

特に慶太くんが好きなんだけど

あたしね、声だけで区別がつくのよ

ちょっとすごくね???（笑

今日、いいともの後番組（「ごきげんよう」だっけ???
に２人が出てて

久々に揃った２人を見てて気づいた。

もちろん顔でも区別つくけど。

じゃ、今からPV見ます寄って煮。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.11.04 Wed あたしのﾃﾝｿﾝも急☆上☆Show!!

大倉担まひるですけどもー。

今日寝てないからもっそい眠い。

なんか今すぐ寝ないと夜眠くなくなりそうで。（笑

でも今日、関ﾊﾟﾆの日ですよね???
やっぱり起きてるべきですよねぇ。（笑

今日は発売ﾗｯｼｭでﾈｯﾄで予約してた商品が届きました。

ちなみにエイトのｼﾝｸﾞﾙ、NEWSのDVD、ﾚｲﾝﾎﾞｰﾛﾏﾝｽのDVDです

今更感たっぷりです。(笑
で、NEWSのDVDのﾊﾟｯｹｰｼﾞを見て思ったこと。

「NEWSっぽくない···｡」

最初間違って届いたのかと思ったけど

とりあえずﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞだしなぁと思って納得。（笑

なんかNEWSのｼﾞｬｹって可愛い系じゃない???
いつも···｡

今日は楽しみにしてるｷﾞﾈもあるし、

DVDはまた次の休みにでも見ます。

あ。でも亮ﾁｬﾝのPVだけ見たい♥

あ。ｶﾞﾘｶﾞﾘくんのｱｯﾌﾟﾙとﾏﾝｺﾞｰ味のやつで

昨日初めて折れてないやつに出会えた。(ﾉ∀｀)♥



なんだろ???
確かに柔らかいには柔らかいのね。

ｿｰﾀﾞ味より。

別にそんな真剣に考える問題でもないんですが （笑

なんかここ数日肩こりがひどくて

首がつまってるんですね。

それですっごいﾎﾞｷﾎﾞｷ首が鳴るんです。(ﾉДT)ｱｩｩ
最近肩こり知らずだったので久々に肩こりに悩まされてます。

でも はするんですけど。（笑

つーかさっきまで明日が免許の講習だということを忘れてました。

あぶねー

仕事なので途中抜けて行ってくる予定です。

最近ちょっとバタバタしてたのでうっかりぽん。

そういや、忠義の「１人じゃないよ。」に心癒されてますだ

なんかだんだんエイトのｼﾝｸﾞﾙが良くなってる気がするんですけど。

もちろん初期の頃もいいんですけど

ここ最近特にいい。

あたし的には「Briliant Blue」がすごく好き♥

これﾀﾞﾝｽとかもっそい楽しみ。

ｶﾞﾝｶﾞﾝに踊れるやつだからぜひ屋良ﾁｬﾝに振りつけお願いしたいです。

早くﾗｲﾌﾞ見たいなぁ。

まぁ、その前にﾀﾓｽﾃですけども。

またうっかりぽっかり忘れてましたけども。ヽ(TдT)ノｱｰｳ…
もう今日、録画準備しておこー。

絶対忘れる気がするもん。

最近地味に忙しいんだもん。

あ。そして「ひとつのうた」。

すばるの歌いだしがすっごく好き。

ﾎﾝﾄにすばる、歌い方が優しくｿﾌﾄになったよなぁ。



すっごく良くなった。

ｼｪﾙﾀｰとか歌ってた頃はすごく荒っぽい歌い方してて

ﾄﾆｾﾝﾌｧﾝから歌ってほしくないって言われてたもんなぁ。

その時はすごくｼｮｯｸだったなぁ。

今年は年賀状交換をしたいと思います。

まひるたそと年賀状交換してもいいよって方がいらっしゃったら

右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

よろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.11.05 Thu 相葉ﾁｬﾝはおされだと思う件。

大倉担まひるですけどもー。

今日、仕事途中で抜けて免許の講習に行ってきました。

もう普通は３０分で終わるんだけど

あたし、切符切られてるじゃん???
だから１時間だったのね。

で、今日、講習受けに来た人、１４人居たんだけど

１時間があたしだけで。（苦笑

もう教官とﾀｲﾏﾝですよ。(笑
ﾃﾞﾍﾍ。

恥ずかしかったぁー。

で、仕事に戻ってｶﾞﾂｶﾞﾂと仕事してました。

でも最近の急激な寒さに体が耐え切れず

肩がｶﾞﾁｶﾞﾁなんですけど。

ﾏﾏﾝもｶﾞﾁｶﾞﾁらしくて珍しく肩揉んでって言われました。

あたしは早速湿布を貼りました。

しかも肩こりが酷くて早く寝たい。

でもNEWSのDVDも見たい。

PVの部分だけでも見たいんだよなぁ。

昨日見れなかったし。

（↑昨日爆睡だった人。

はぅ。しかも今日はROMESの日じゃないですか???
しかも「傍聴ﾏﾆｱ」にﾊﾏっていてﾚｺﾒﾝはいつもﾄﾞﾗﾏ見終わった後に

聴いてるんですけど。

傍聴ﾏﾆｱの向井理くんのﾋﾞｽﾞがまたﾟ*｡最 (*ﾟдﾟ*) 高｡*ﾟ

ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ

なんか服装はいかにもﾆｰﾄっぽいけど。



とりあえず一端終わります。

もう肩こりがひどくて無理だす。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.11.06 Fri 生涯大倉担宣言。

大倉担まひるですけどもー。

寒さで疲労がたまってて今日１日爆睡です。

なんとか肩こりからは脱出。

ここ数日の疲労から脱出。

ﾎﾝﾄに疲れていたから助かった。

ずっとﾊﾞﾀﾊﾞﾀしててゆっくり過ごす日がなかったからね。

あ。そうそう、自分のﾊﾟｿから見ると

ﾃﾝﾌﾟﾚ崩れて見えるって言ったじゃん???
あれなぜか普通に直ってたんだよね。(笑
一昨日ぐらいにこのﾎﾑﾍﾟ見たら今までどおりで。

ﾎﾝﾄ、ﾃﾝﾌﾟﾚの土台を作り直そうかと思ってたから良かった。

ﾏﾒ太郎じゃないからめんどくさいんだよね。(笑
でもなんで最初の時、ｶﾞﾀｶﾞﾀだったんだろ???
意味がわからん。

そういや、忠義さん、兄弟からは「たーしー」と呼ばれてるとか。

どんな略し方だよ。

でもたぶん弟さんがまだ小さくてただよしって言えなくて

「たーしー」になったような気がするんだけど。

なんか案外あだ名がたくさんあるよね。

「たっちょん」「ただよっちゃん」「たーしー」「ただくら」「たっくん」

「たつよし」「たっちゃん」「ｸﾗﾝﾍﾞﾘｰ」

今、思いついただけでもこれだけあった。

まぁ、あたしは最近、ただﾁｬﾝ呼びなんですけど

でもこれって大倉家では親戚一同に忠義ﾊﾟﾊﾟが「ただﾁｬﾝ」って呼ばれてるから

忠義は「ただよっちゃん」呼びなんだよね。

なので大倉家方式によると

あたしは忠義ﾊﾟﾊﾟのことを書いてることになる。

どうしようかなぁって思ったけど



あたしは忠義ﾊﾟﾊﾟは忠義ﾊﾟﾊﾟと呼ぶので

忠義のことをただﾁｬﾝと書いてもいいかなぁと。

そんなに真剣になる話でもないんですけど。(笑
別に「たーしー」でもいいんですけど。(笑
でも昔から時々「たっくん」って呼んでたよね???
だからずっとﾒﾛﾒﾛが「たっくん」って名前だし。

まぁ、これからもただﾁｬﾝ。時々、たーしー。時々、たっくん。

でももし忠義がこのﾌﾞﾛｸﾞを読んだとしたら

ただﾁｬﾝ呼びに違和感を覚えるんだろうなぁ。(笑
読んでないと踏んで自由に呼んでますけど。（笑

ね。大倉忠義さん♥

なんか最近ずっと急☆上☆Show!!の通常盤をｴﾝﾄﾞﾚｽで聴きながら

ﾊﾟｿやってるんだけど

やっぱり自担の声には過剰反応しますわ〜。

忠義のﾊﾟｰﾄを聴くとﾄﾞｷっとする。

そしてやっぱり好き。ずっと好き。って思う。

もう生涯大倉担宣言します

もう忠義のすべてが好きなんだもん。

気持ちが衰えないってそれだけ忠義に魅力があるってことだと思う。

特に最近はいっぱい にも出てるしね。

今日はいよいよﾀﾓｽﾃです♥

どんな風に見せてくれるか楽しみです♥

ね。たーしー。

年賀状交換を今年はやりたいと思います。

まひるたそと年賀状交換してもいいよって方がいらしたら

右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

初めましての方でもﾌﾞﾛｸﾞを読んでくださってる方なら

大歓迎です。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.11.07 Sat ｸﾞﾘｰﾝ希望。

大倉担まひるですけどもー。

昨日も早く寝て今朝早起きしてｦﾀ誌買ってきた。

まだ少ししか読んでないけど。

なんか仕事、週休３日にさせられそうで

どこか他でﾊﾞｲﾄでもしようかなぁと考えてます。

なんか本部から人件費削れって言われたみたいで。

それなのにﾊﾞｲﾄなんて雇ってるから検討違いだろ???
って思うわけで。

まぁ、ﾊﾞｲﾄの方が給料安いもんね。

まぁ、ﾘｽﾄﾗ対象者にはなってなかったから

助かったけど。

あたし的には平日の昼間はそんなに人いらないだろ???
と思うわけで。

だからそっち削ればいいのにって思うわけで。

ﾊﾞｲﾄ探そうー。

つーか今日、いつもの本屋に行ったのね。

そしたら店長がﾊﾞｲﾄの男の子に

「お前は１１時過ぎは仕事しなくていい!!!」って

怒鳴ってて。

しかも何度も。

え???１０時に開店したばっかりですけど。

その男の子が何したか知らないけど

お客さんのいる前でそうゆう怒り方はないんじゃないかなぁって思った。

なんか買い物してるあたしまで不愉快になったもん。

なんかそこの社員ってちょっと頭おかしくて。

なんか常識とか通用しないの。

まぁ、店長がそんなんだからそうゆう店なのかもだけど。

なかなかこのご時勢良い職場ってそうそうないなぁと思った

今日この頃。



空（＠章大）もﾊﾟｰﾄ探してるみたいだけど

なかなか見つからないみたい。

はぁ。

ﾊﾟﾊﾟﾝの知り合いも求職中って言ってたし、

うちの会社も１人社員ﾘｽﾄﾗしたし。

以前だったらうちの事務を手伝って

月々少しもらえばいいやって思ってたけど

今は事務に兄ちゃんの奥さんが手伝いに来てて。

そうゆう風に簡単にはいかないわけで。

悩むなぁ。

なんかそういやﾉｯﾃｨｰも首切られたしねぇ。

だったらﾌﾟﾚｿﾞﾝで期待させるようなことしなければ良かったのに。

博貴とか微妙な扱いだし。

あ。そういや、今日、Y&Jからﾒｰﾙきてた。

転載はしちゃいけないらしいので

一般公開されるまで他言はしませんけど。

Y&J入ってなくて気になるeighterはﾒｰﾙください。

なんか他言はしないとか言ってﾒｰﾙくれってのもおかしいけど。

なんかﾔ○ｵｸでｸﾞﾘｰﾝの携帯ｸﾘｰﾅｰ見てたんだけど

終了３０分前で１４０００円まで跳ね上がってる。

なんかさすがにそこまで出してまで欲しくないし。

たかだか緑色のｷﾞﾀｰの形した携帯ｸﾘｰﾅｰに。(笑
なんかだってすっごい小さくてちゃっちぃよ。

たぶん店頭で見た人もいるかと思うけど。

あたしはﾅｽが当たってﾅｽを出してくれる時に

あーぁ。まだｸﾞﾘｰﾝあるよ。·ﾟ·(つД｀)·ﾟ· ｳﾜｧｧｧﾝ
って思いながらﾅｽをもらったんですが。

気まぐれなお願い。

ﾅｽとｸﾞﾘｰﾝを交換してくださる方がもし、もし居たら

ﾒｰﾙください。



あたしはｸﾞﾘｰﾝ希望です。

あと年賀状交換もしたいと思います。

まひるたそと年賀状交換してもいいよって方が

いらっしゃったら右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

今日はﾒｰﾙくださいｼﾘｰｽﾞです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.11.08 Sun 観に行きたぁい。

大倉担まひるですけどもー。

そうそう、そういや、

ﾃｲﾁｸさんで原宿のﾗﾌｫｰﾚにエイトのﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝﾂﾘｰを

１１月７日〜１２月２５日までの日程で

ﾗｲﾄｱｯﾌﾟしてるそうです。

詳しくは→ﾃｲﾁｸさん

今すぐにでも観に行きたいんだけど

とりあえず空（＠章大）に１２月に行かない???
と誘いのﾒｰﾙを入れてみた。

あたしも１１月はｱｯﾌﾟｱｯﾌﾟしてるので

とりあえず１２月に声かけてみたんだけど。(笑
行けたらいいなぁー。

そんなわけで寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.11.09 Mon 今からでも間に合いますか???(笑

大倉担まひるですけどもー。

疲れて一端寝てしまったみたいですね。

で、夢見てたみたいで何か頭の中に文化放送が浮かんで

きて内容は覚えてないのですが

文化放送はﾊﾞｲﾄの面接で１度だけ行ったことがあります。

その時、たまたま入り口のとこでｽﾀｯﾌさんと話してる

植草さんを見ました。

で、結局その面接は落ちてﾆｯﾎﾟﾝ放送のﾊﾞｲﾄに受かるんですけど。(笑
なのであたしとしては懐かしい文化放送なのです。

あの時、文化放送のﾊﾞｲﾄに受かってたら人生違ってたかもしれませんね。(笑
いろんな意味で。

あたし、山梨に引っ越してきてもしばらく週１でﾆｯﾎﾟﾝ放送のﾊﾞｲﾄは

続けてたんですよ。

ﾊﾞｲﾄ代なんて交通費にばけちゃってたんで

全然ﾊﾞｲﾄって言わないんですけど。

仕事が好きだったんですよ。

だからたぶん文化放送でも同じことしてただろうなぁって。

そしたら担当番組、ﾚｺﾒﾝにしてもらってますね。

確実に。(笑
職権乱用ですよ。

そしたら山梨に引っ越してこなかったかもです。(笑
あたし１人東京に残ってたかも。

で、確実にｼﾞﾜｼﾞﾜとただﾁｬﾝに接近

うわぁ。今考えたらもっそい損してる。(笑
今から東京戻って文化放送のﾊﾞｲﾄの面接受けようかなぁ。(笑
それは冗談なんですけど。

ちなみに面接はすべてｺﾈです。

たぶんその面接の時にもらった名刺まだどこかにあるかも。(笑
K太郎さんだったらﾊﾞｶｳｹなんですけどねぇ。

ちなみに違います。



あぁ。それより現実問題早くﾊﾞｲﾄ探さないと。

明日求人見てみよー。

あ。別に仕事辞めるわけじゃないですよ。

詳しくは昨日のｴﾝﾄﾘｰ参照。

（昨日ってか一昨日か）

で、只今、今夜はﾌﾞｷﾞｰﾊﾞｯｸを聴いてるわけですが。

ﾊﾙｶﾘのやつね。

あたし、小学校から中学にかけてTOKYO NO.1 SOUL SETが大好きだったんです。

当時渋谷系が流行っててその流れで。

でもあたし巷がｶﾋﾐｶﾘｨに騒ぐ前にすでにCD持ってました。

あたし、当時すっごい流行に敏感で。

渋谷のHMVは毎日通ってました。

が渋谷に近かったんで。

あたしのﾗｲﾌﾞ友達（６ｺ上）がもっそい流行に敏感で

その友達がPUSHしてるｸﾞﾙｰﾌﾟは数年後には必ずﾌﾞﾚｲｸするってぐらい

すごい人だったんですよ。

例えばﾃﾞﾋﾞｭｰ前のﾐｽﾁﾙとかｳﾙﾌﾙｽﾞとかｽﾋﾟｯﾂとか。

すごくないですか???
あたしは当時ﾃﾞﾓﾃｰﾌﾟとかもらったりしてたんで

それが後々すごい大人気になってたんでいつもびっくりしてました。

あたしなんてﾋﾟｴｰﾙ瀧の のすぐ近くに住んでたんで

ﾃｸﾉｲﾍﾞﾝﾄの帰りはいつも帰りの方向が一緒で気まずかったです。(笑
でも砂原くんだけ事情を知ってたんで

笑ってましたけど。

いつもｶﾞｷって呼ばれてましたけど。

でもあたし、ﾎﾝﾄ、小学校の時から全然変わらないんですよ。

身長も今のままだし、

顔もいつも高校生に間違えられるので

補導されたこともないですし。

あ。でも現在顔は若干老けました。·ﾟ·(つД｀)·ﾟ· ｳﾜｧｧｧﾝ
普通に居酒屋とかも入れたし。

年齢確認とかもされたことないですし。

でもその時、一緒に居た２２歳の友達は年齢確認されてました。(笑



さ。今日も仕事だ。

寝よう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.11.09 Mon 頼り切った恋愛に意味などない。

大倉担まひるですけどもー。

今日、ほとんど寝てないのに眠くないってゆーね

今日も夜更かしｺｰｽだな。

なんかでも疲れた

仕事、ﾌﾙ回転だったもん。

あたしだけ。(笑

１２月に原宿にｴｲﾄのﾂﾘｰ観に行くことになりました。

夕方だからきらたん（＠空の愛娘）も一緒に。

あたし、きらたんに生まれて１度しか会ったことないから

泣かれないか心配。

でもきらたんに会えるのもﾂﾘｰ観に行けるのも楽しみ♥

まだ先の話だけど。

なんか最近忠義について語ってないなぁと。(笑
なので久々に語りますか???
なんかあたし、ｦﾀ誌ずっと買ってるから

忠義が雑誌に載り始めた頃とかも覚えてて

へ〜。大倉忠義って子が入ったんだぁぐらいの感覚はあるのね。

でも全然興味なくて。

当時はもっぱら相葉ﾁｬﾝLOVEだったから。

もしくはキタくんLOVE。(笑
だから忠義のこと再確認したのが忠義が１５〜１６歳ぐらいの時で。

その時に忠義って子、かっこよくなったじゃん。

（↑もっそい上から目線。

って思ってそれから空（＠章大）との話題に上がるようになって。

２０００年のｼﾞｭﾆｱの春ｺﾝのﾊﾟﾝﾌに自担と忠義が一緒に載ってて

それから意識して見るようになった。

でもまさか自担になるとか思ってなくて。

でも自担が居なくなって気になるようになったのが



仁ﾁｬﾝと忠義だったの。

同じぐらい好きだったの。

でも当時はまだ忠義はﾃﾞﾋﾞｭｰしてなかったし、

関西だけで活動してたから関西に行かなくちゃ会えないってゆー

寂しさから仁ﾁｬﾝを担当に選んだの。

なんかそんな選び方は間違ってたかもしれない。

その時すでに空は安田担だったし。

だから結局忠義を自担に選んでたとしても

当時大阪に行ってたから何の問題もなかったわけで。(笑
でもあたし、仁ﾁｬﾝを自担とした２年近くは全然無駄だったとは思ってないよ。

ﾎﾝﾄに仁ﾁｬﾝが好きだったし。

まぁ、途中から忠義ﾒｲﾝに目で追ってる自分に気づいたけど。

だからあたし相葉担だった自分、

田口担だった自分、福原担だった自分、仁担だった自分。

全部無駄だったとは思ってないの。

それぞれがあたしにくれた思い出や気持ちがあるから。

そうゆうの含めて今のあたしがあるんだなぁって思うし。

やっぱり恋ってたくさんした方がいいってゆーじゃない???
それと同じだと思ってるから。

あたしは今までの自担すべてに恋をしてきました。

芸能人とそのﾌｧﾝとしてではなく、

ﾘｱ恋として。

だから一哉が左手の薬指に指輪してSHOCKに出てた時もあったし、

仁ﾁｬﾝが上原多香子ﾁｬﾝと付き合ってたこともあったし、

じゅんのの行動すべてに嫉妬した時期もあった。

それも今のあたしの糧になってる。

そうゆう経験をしてきて今、大倉担として

頑張っていられるんだなぁって思うし。

本気で大倉忠義とゆう人が好き。

あたしは常に本気。

でも大倉忠義はあたしの一部ではあるけどすべてではない。

なんか本気だけど男に頼りきっていくだけの女になりたくないから。

だから忠義が居なくなったらすべてが終わるみたいな

人生は送りたくないの。

過去にそんな恋愛をしてきてそんなんじゃいけないって



気づいたから。

あたしは忠義が好きだけどでも対等で居たいって思うの。

GIVE&TAKEの関係で居たいの。

求めるだけの女になりたくないから。

だから好きな人は自分の尊敬出来る人じゃなくちゃﾀﾞﾒだし。

それがあたしの大倉忠義恋愛道。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2009.11.10 Tue ★ｺﾒﾚｽ★

大倉担まひるですけどもー。

いつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

遅くなりましたがｺﾒﾚｽやりたいと思います。

追記にｺﾒﾚｽ

まどかﾁｬﾝ（＠忠義）

☆riko☆さん（＠忠義）

もゆさん

Mariさん（＠忠義）

まみどり。ﾁｬﾝ（＠忠義）

ハル（＠すばる）

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

英さん

すぅﾁｬﾝ（＠すばる）

スミスさん

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

がみさん（＠亮）

ﾎﾝﾄにｺﾒﾚｽ遅くなってしまってｺﾞﾒﾝなさい。

でもちゃんとｺﾒﾝﾄには目を通してますし、

とっても励みにしています。

これからも亀ﾚｽになるかと思いますが

よろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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中学生ぐらいまではﾃｽﾄなんて余裕だったんですけど

高校がもっそい進学校だったので

大変でした。

得意なのは美術ぐらいで。(笑
で、ﾃﾞｻﾞｲﾝ系の専門学校に進学したんですけど。

すっごい進路相談の時に親や担任に大学に行けって
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すっごい進路相談の時に親や担任に大学に行けって

言われてなんで自分の好きな道に進んじゃいけないんだろう???
って思いました。

まどかﾁｬﾝは将来進みたい道って何かありますか???
ｷｬｻﾘﾝ(ｲﾙｶﾁｬﾝ）あたしが思ってたよりも

成嶋くんと一緒にいる時間が長いので

嬉しくなっちゃいますよねぇ。

いつも自分のｷｬｻﾘﾝを抱いて見てます♥

ｺﾝｻｰﾄ行けない身ってゆーのは辛いですね。

また何か行ける機会があるといいですね。

誕生日のお祝いｺﾒﾝﾄありがとうございました。

無事に２６歳になりまして···｡

これからも頑張ります。

ｲﾝﾌﾙ、３人共無事で良かったですよね???
ﾎﾝﾄに心配しましたもん。

ふて寝の毎日でした。(笑

☆riko☆さん（＠忠義）

ﾌﾞﾛｸﾞ楽しみにしてくださってありがとうございます。

これからも頑張ります。

何気に☆riko☆さんのﾌﾞﾛｸﾞ、毎日見てますよー。

部活や勉強との両立大変だとは思いますが

これからもﾌﾞﾛｸﾞ頑張って書いてくださいね。

誕生日のお祝いｺﾒﾝﾄありがとうございました。

無事に２６歳になりました。

ｲﾝﾌﾙはﾎﾝﾄ心配でしたよね???
亮ﾁｬﾝとやまぴーの時のように事務所が正式発表してくれたら

良かったんですけど

毎日ﾎﾝﾄに無事なのか不安でたまりませんでした。

☆riko☆さんもｲﾝﾌﾙには気をつけてくださいね。

もゆさん

もゆさんはｲﾍﾞﾝﾄどうでしたか???
あたしの周りでは３人当たった人が居ました。

あたしはもちろんﾊｽﾞﾚたのですが。

でも面白かったのは相方が



「まひるなら当たると思ってたから話聞こうと思ってたのに。」

って言ったことです。

どこからくるんですか???
その根拠のない自信は。と思いました。(笑

Mariさん（＠忠義）

ご存知の通りあたしの誕生日は１０月６日でした。

ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

もう２６歳ですよ。

ﾌﾞﾛｸﾞ始めた時は２１歳だったのに。

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あ。ぜひ。ﾌｧﾝﾐやりましょう。

希望としては１月ぐらいを予定してるのですが

今の仕事とは別にﾊﾞｲﾄを探さないとやっていけないので

もしかしたらそっち優先になっちゃうかもですが。

なんかﾗｲﾌﾞとかｲﾍﾞﾝﾄとかたくさん行けてる方は

いらっしゃるんですよねぇ。

なんかそうゆうの考えると世の中は不公平だなぁ

なんて暗く考えてしまいます。

あのGUCCIのﾃﾃﾞｨﾍﾞｱ９万もするんですか???
さすがGUCCI。
それをたやすく買ってしまう大倉さんが羨ましいです。

なんかあのｷｰｹｰｽも正規品を買ったら４万ちょいするらしいです。

ﾈｯﾄで調べたら１万５千円ぐらいで売ってたとこ

発見(*ﾟДﾟ) ﾑﾎﾑﾎしたんですがすでに売り切れでした。

まみどり。ﾁｬﾝ（＠忠義）

ヨコの時計がずっと気になっててたまたま手に入れることが出来たので

買っちゃいました。

普段はﾊﾟｿｺﾝの前に置いてあります。

ｲﾍﾞﾝﾄ当たってもあたし、品川を申し込んでたので

たちょに会えなかったので諦めもつきました。

DVDのｴﾝﾄﾞﾛｰﾙあたしも大好きです。

まだNEWSのDVDを見てないので他ｸﾞﾙｰﾌﾟがどうゆう

作りになってるのかわからないんですが



エイトのDVDの作りは最高だと思います。

でも欲を言えば４７の方が見やすくて良かったかなぁと

思います。

なんかあたしもｲﾍﾞﾝﾄの当落期待してなかったんだけど

でもやっぱりﾊｽﾞﾚた時はｼｮｯｸだった。(笑
でもたちょが名古屋だったので諦めもつきました。

ﾄﾓｺﾚ、楽しいですよ。

他にもｹﾞｰﾑ持ってるのにﾄﾓｺﾚしかやってないですし。(笑
あたしも以前やってたぁ。

友達の作った仮想小説で萌ぇ萌ぇ··(*'д`*)ﾊｧﾊｧ··してた。(笑
誕生日のお祝いｺﾒﾝﾄありがとうございました。

なんか２０歳超えると早いです。

あ。あたしもよくｽﾄﾛｰの色とかも気にします。

緑色に過剰反応しますね。

ｲﾝﾌﾙ、心配でしたよね???
なんかあの１週間はﾎﾝﾄﾌﾞﾛｸﾞ書く気力もなくて。

台風の時、全然雨降ってないのに休校になってる学校多かったみたいです。

緑のｹｱﾍﾞｱ、すっごい可愛いですよー。

なんかついついﾚﾝｼﾞｬｰｶﾗｰって揃えたくなりますよね???
ﾃｽﾄ終わってTV見れてますか???
たくさん男前見てｳﾊｳﾊしてくださいね。

年賀状交換の件ありがとうございました。

あたしもY&Jは必ず買ってます。

だからもっそい貧乏です。·ﾟ·(つД｀)·ﾟ· ｳﾜｧｧｧﾝ

ハル（＠すばる）

ﾎﾝﾄ、ｲﾍﾞﾝﾄ、ﾊｽﾞﾚたってわかってるのに

何度も携帯見ちゃう。(笑
ﾄﾓｺﾚねぇ、１番最初に忠義に告られて断って

すばるを好きになって告って付き合って

大野くんに告られたけど結局すばると結婚したよ。

でも相方とはﾄﾓｺﾚの中でも親友になったのよ。

ってことはあたしはすばるの方が性格が合うのか???
年賀状交換の件よろしくです。

楽しみにしてます。



ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

ﾏｼﾞですか???
なんか自分がハズレて他のｸﾗｽの子が当たったって聞くと

ショックですよね???
ﾎﾝﾄ、ウハウハな１日を送りたかったです。·ﾟ·(つД｀)·ﾟ· ｳﾜｧｧｧﾝ
結局長野公演以来生ただﾁｬﾝを見てないですもん。

夢だけは自信あるんですよ。

自分に都合のいい夢ばっか見てます。

誕生日のお祝いｺﾒﾝﾄありがとう。

インフルはﾎﾝﾄ心配でしたね。

なんか職場で風邪が流行ってるので

うがい手洗いだけは気をつけてます。

ごんﾁｬﾝも気をつけてね。

年賀状交換の件ありがとうございました。

ナスは紫って書いてあったんですけど

一瞬緑って見えて喜びそうになりました。(笑

ナナ美ﾁｬﾝ（＠亮）

誕生日のお祝いｺﾒﾝﾄありがとう!!!!
すごく嬉しかったよー♥

ｴｲﾄﾒﾝのｲﾝﾌﾙはﾎﾝﾄ心配だった。

亮ﾁｬﾝとやまぴーの時は途中経過とかWebで発表とかあったけど

３人の時はまるでなかったからね。

なんかﾎﾝﾄに無事なのかなぁ???
とか不安でたまらなかった。

なんか完璧ﾌﾞﾛｸﾞとかやる気なかったもん。

心配すぎて。(笑

英さん

初めまして。

誕生日のお祝いｺﾒﾝﾄありがとうございました。

すごく嬉しかったです。



ﾌﾞﾛｸﾞを始めたのは２１歳の時なのにもう２６歳ですもんねぇ。

早いものです。

これからもぜひぜひよろしくお願いします。

すぅﾁｬﾝ（＠すばる）

なんかｲﾝﾌﾙ、心配だったよね???
他ﾒﾝもこの先心配だし。

今、職場で風邪が流行ってるので自分の身も危ういです。(笑
すぅﾁｬﾝもｲﾝﾌﾙ気をつけてね。

ﾌﾞﾛｸﾞｱﾄﾞﾚｽ了解です。

また遊びに行きますねぇ。

今、韓国ﾄﾞﾗﾏのﾚｲﾝﾎﾞｰﾛﾏﾝｽのBOXを集めてます。

まだ全然見る時間とかないんだけど

ﾋﾁｮﾙが見たいから。

スミスさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

貴重な情報ありがとうございます。

これからも誤りがあったらﾊﾞｼﾊﾞｼ指摘してください。(笑
福岡のｲﾍﾞﾝﾄ入られたんですね。

うらやましいです。

なんか今回のｼﾝｸﾞﾙのDVDに少しｲﾍﾞﾝﾄの映像入ってましたけど

どうせ入れるならちゃんと入れてほしかったです。·ﾟ·(つД｀)·ﾟ· ｳﾜｧｧｧﾝ

ななﾁｬﾝ（＠忠義）

久し振り〜。

ななﾁｬﾝのﾌﾞﾛｸﾞ時々読んでたよ。

だから東方神起好きなのも知ってたのに

ｺﾒﾝﾄもしなくてｺﾞﾒﾝねぇ〜。

ﾕﾁｮﾝと細美さん。似てる気がする。

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
またﾌﾞﾛｸﾞ遊びに行った時はｺﾒﾝﾄ残すね。



がみさん（＠亮）

初めましてー。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾎﾝﾄ、ROMES、ﾔﾊﾞｲですよねぇ。

たちょもﾔｽくんもかっこいいですよね???
がみさんは６回もﾘﾋﾟられたんですか???
すごいです。

eighterの鏡です。

なんかNHKってCMがなくて見やすいですよね???
あたしもがみさん目指して頑張ります。



2009.11.10 Tue ﾗｲｱｰｹﾞｰﾑがぁー。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやりましたので

よろしくお願いします。

ﾎﾝﾄ、遅くなってすみません。m(o´· ·｀o)mﾍﾟｺﾘﾝ

今日も爆睡だったまひるたそです。

ってか。寝たの朝８時ぐらいだったし。ｳﾜｧｧｧﾝヽ(｀Д´)ノ
全くもって眠れなかったわけです。

で、１５時に起きまして

年賀状作成ｿﾌﾄを買いに行きまして。

只今準備の真っ最中です。

そんなわけでまひるたそと年賀状交換してもいいよって方は

右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

まどかﾁｬﾝもﾖﾛﾋﾟｺ。＞＞私信

追ってこちらから住所などのご連絡致します。

つーか今日からだったんだね。

ﾗｲｱｰｹﾞｰﾑ。

見るの忘れちゃった。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
前回なんて再放送も見たから２回見てるのに。

ｱｧ?( ´Д`) )Д`)ｧｩｧｩ
ｼｮｯｸだわー。

秋山くんがぁー。

あ。そういや、まだHEY3とか見てないんですけど。

eighter失格ですか???
なんかだって寝る気満載だったんですもん。

もうご飯の前も寝てたのね。

で、眠くてご飯食べてすぐ寝るつもりだったんですもん。



まぁ、結局、今日１日寝てたってことです。

ﾎﾝﾄﾀﾞﾒﾀﾞﾒなﾔﾂでｽﾏｿ。

また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.11.11 Wed 会いたいのに会えない現実。

大倉担まひるですけどもー。

そんなわけで年賀状のﾃﾞｻﾞｲﾝは終了しています。

あと印刷のみです。

（↑気の早い人。

年賀状交換まだまだ受け付けてます。

まひるたそと交換してもいいよって方がいらっしゃったら

右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

追って住所などご連絡致します。

なんか特に書くこともないんだよなぁ。(笑
今日、ほぼ１日寝てたから。(笑

とかも見てないし、

全然誰とも話もしてないし。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ

には大阪からの着信履歴が残ってたけど。

全然知らない番号だし。

誰

もし、ここ見てるお友達の誰かだったら

ﾒｰﾙください。

あたしの 登録してる番号しか

繋がらないよう設定してあるんで。

なんかｳｻﾞｽな勧誘電話とか間違い電話とか多いので。

なんか2009年も今月と来月で終わりなんだなぁと思って。

今年は結局忠義に１度しか会えなかったなぁ。

なんか年々減ってる気がする。

で、関ｼﾞｭのｸﾘﾊﾟのお知らせのﾊｶﾞｷがきてたんだけど

今年はｸﾞﾙｰﾌﾟ別なんだね。

ｸﾞﾙｰﾌﾟ別で４日間づつあるのよね〜。

なんか全部のｸﾞﾙｰﾌﾟが見たいなぁとか贅沢言ってみる。

大阪が近い人は４ｸﾞﾙｰﾌﾟ全部申し込む人とかいるんだろうなぁ。



羨ましい。

やっぱり、大阪か東京に住みたいと

最近切実に思う。

でもあたし、病気のこととかあるから１人暮らしとか怖い。

何かあった時不安じゃん???
それ考えると無理だなぁってやっぱり思う。

忠義に会いたいのに。

会いたくて、会いたくてたまらないのに

現実はそんなに余裕もなくて悲しくなる。

来年はもう少し忠義に会えたらいいな。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2009.11.12 Thu 上地くんと横山くん。

大倉担まひるですけどもー。

仕事に行く準備してｷﾞﾘｷﾞﾘぐらいの時間に

一応ｼﾌﾄの確認したらあたし休みになってて。

いきなりですかーい

もういきなり週休３になってる···｡

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
まだいつからか決まってないってゆーから

１２月いっぱいはｼﾌﾄ入ってると思ってたのに。

だからﾊﾞｲﾄ探しものんびりしてたのに

こりゃ急がなきゃ。

まぁ、今日はいいとしよう。

ROMESがﾘｱで見れるから。（←そこかい

でも来週からどうしよう。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ

ﾏﾝﾄﾞｸｾ━━━━━━('A`)━━━━━━ !!!!!

どんだけ不景気の煽り受けてるんですか???
うちの会社は···｡

なんか不安になるわ。

倒産とかはないとしても

今後ﾘｽﾄﾗとかもあり得るよねぇ???
こえぇ。

もういっそ東京に出て貴族なとこに就職しようかしら???(笑

まぁ、病気がなかったらそれも有りだけどなぁ。

お父様に嫁候補としてご挨拶もして。(笑
(ﾉ´∀｀*)ﾃﾍ。（←逝け。



HEY3見たんだけどなんかほぼDVDのどっきり部分のVTRで

ﾄｰｸらしいﾄｰｸがなかった。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
歌はﾀﾓｽﾃの方が良かったし。

でもあの衣装と髪型好きー♥

ヽ(｀⌒´)ﾉむっき〜 。

なんか最近 のただﾁｬﾝで我慢しちゃってるような···｡

まぁ、今はROMESもあるし、歌番組もあるからだけど。

何もないと関ﾊﾟﾆだけになっちゃうもんなぁ。

その関ﾊﾟﾆも２週見てないし。

深夜番組なら見れる自信があったんだけど

案外寝ようと思うと眠れなくて

起きていようと思うと眠くなる。

それってやっぱ精神的なものだよねぇ。

昨日、ｷﾞﾈ見てすぐ寝ちゃったもんなぁ。

上地さんがｴﾛかったけど。（笑

上地さんの遊び人風案外ﾊﾏり役だと思ったのはあたしだけですか???
なんかﾀﾓｽﾃの時、上地さんとヨコが話してたのが

もっそい気になったんですけど。

そんなとこ気にしてるのはあたしだけですか???

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833


Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.11.14 Sat ﾁｷﾝでｽﾏｿ。

大倉担まひるですけどもー。

なんかﾊﾞｲﾄの面接は決まったんだけど

面接通ったわけじゃないから不安で。

結構条件が厳しいからそれで１ｺ面接前にﾀﾞﾒになったし。

ちなみに面接は火曜日なんだけど

それまでﾄﾞｷﾄﾞｷでなかなか寝付けなくて。

もっそいﾁｷﾝでｽﾏｿ。

昨日のﾀﾓｽﾃ、特に録画しなかったんだけど

録画すれば良かったぁー。

だって嵐満載だったんですもん。

嵐とｴｸﾞｻﾞｲﾙがﾒｲﾝで今までそんなに誰かがﾒｲﾝなんて

ことなかったじゃないですか???
それなのにほぼﾒｲﾝ。

そして度々取りざたされる嵐の初登場のｶｯﾊﾟﾁｬﾝ。

何度見てもおもしれー。

もう衝撃的過ぎて。

なんかﾊﾜｲで記者会見で力入れてる風なのに

なぜそこでｶｯﾊﾟﾁｬﾝ???
力入れてるのか入れてないのか謎。

あれを当時必死になって録画してたかと思うと

ﾅｲｽ俺

で、昨日は０号室の客に丸ﾁｬﾝが出ると聞いたので

え???来週じゃないの???と思いつつ見ました。

そしたら最後のとこでﾁｮﾛっと出ました。

あくまでも来週の予告風に。

なんか大ﾁｬﾝのﾔﾂはなんか最後うまく言って

良かった。

なんか途中険悪だったけど。(笑



来週が楽しみだ。

昨日、修ちゃんblogが届いた時は

え 修ﾁｬﾝって誰

文章は丸ﾁｬﾝなんだけどなぁって思って読んでました。

なんかそして０号室の客に打ち上げになぜか参加してる

大倉忠義さん。

さすがﾅｲｽ俺 です。

なんかそれを０号室の客の打ち上げと知らずに

大ﾁｬﾝと肩を組みながら飲んでた大倉さんとゆー

報告を受けたので何その組み合わせは何 って思いました。

なんかあたし的にこの組み合わせってKYO TO KYOなんですよ

あたしの友達の大野担はこのために京都に住んでましたからね。

（↑THEｦﾀｸ。
特に聞いたこともなかったんだけど

その友達っていつから大野担だったんだろ???

あ。あとｺﾒﾝﾄやﾒｰﾙいただけるのは有難いのですが

いきなりﾀﾒ語で話されても困ります。

最小限のﾏﾅｰは守ってください。

追記にｺﾒﾚｽ

まどかﾁｬﾝ（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

まどかﾁｬﾝ（＠忠義）

ﾒｰﾙありがとうございます。

でもどうしても入力していただいたｱﾄﾞﾚｽにこちらから返信が出来ないので

こちらのﾒｱﾄﾞにﾒｰﾙください。

お手数かけてすみません。

tdys0516_of_8∞yahoo.co.jp
↑∞を@に変えてください。
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2009.11.15 Sun カウントダウン。

今年はエイトが30日〜1日でカウントダウンライブを単独で

京セラでやるとか。

クリスマスに当てて23日から3日連続でシングル発売決定。

うーん。年末年始に京セラ。

行きたくないとか言ったら怒られますか？(笑)

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.11.15 Sun ｼﾝｸﾞﾙ詳細。

大倉担まひるですけどもー。

ｼﾝｸﾞﾙの詳細を書きます。

１２月２３日発売

「GIFT〜白」

冬恋

君の歌をうたう

全２曲

１２月２４日発売

「GIFT〜赤」

I wish
他１曲

全２曲

１２月２５日発売

「GIFT〜緑」

雪をください

他２曲

全３曲

どれもエイトにちなんで

¥８８８だそうです。

ｽﾎﾟｰﾂ報知より。

なんかずっとﾈｯﾄで京セラでｴｲﾄだけのｶｳｺﾝがあるって

噂になってて。



あとY&Jでやるってゆー噂もあって

やっぱりですか???

って感じだったんだけど。

あたしたぶん行かないってゆーか行けない。

ﾊﾞｲﾄが見つかってそのお給料が入れば行けるかもだけど

今のままだったら確実に行けないや〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.11.16 Mon Briliant Blueな気分で。

大倉担まひるですけどもー。

今朝、あまりの寒さに目を覚ましたまひるたそですけどもー。

もう冬なんだなぁって通勤用にﾀﾞｳﾝ出しました。

明日、ﾊﾞｲﾄの面接なんですが

なんか電話した時の相手の適当加減にﾋﾞﾋﾞってます。

だって普通いろいろ聞かれるじゃん???
まひる「ｱﾙﾊﾞｲﾄまだ募集してますか???」
面接先「はい。」

まひる「ｱﾙﾊﾞｲﾄしたいんですけど。」

面接先「じゃ、来週の火曜日以降の３時以降にきて。」

まひる「はい。わかりました。」

会話これだけなんですけど。

不安になる気落ちわかっていただけます???
普通は働きたい時間は???
とか学生???ﾌﾘｰﾀｰ???
とか働きたい曜日は???
とかこのぐらいの質問はしてほしかったわ。

そしたら手ごたえみたいなのあるかないかぐらい

感じるでしょ???
全くないもんねぇー。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
あたし、社会人だから可能性結構低いと思うんだよね。

でも の近くか

職場の近くって言ったら限られるわけで。

もう の近くって言ったら

ここぐらいしかなくて。

ﾄﾞﾁﾄﾞﾁです。

つーかiTunesでﾄｯﾌﾟ２５見たら１番がシアたん（＠ｼﾞｭﾝｽBy東方神起）で７０回ぐらい

聴いてるの。

どんだけ好きなんだよ

で、急☆上☆Show!!のｼﾝｸﾞﾙがそれぞれ６５回ぐらい。



本日記録更新中〜

で、GIFTｼﾘｰｽﾞは予約しました。

ﾊﾞｯﾁｼです

ﾏﾒ倉ﾏﾒ子じゃないんでﾈｯﾄでですけど。

ｶﾞ━━ΣΣ(ﾟДﾟ；)━━ﾝ!!

フラゲ出来ないじゃん

欲しくなったらﾀﾞﾌﾞﾘ覚悟で買いに行きます。(笑
なんか最近は全然ﾌﾗｹﾞとかにこだわりがなくー。

なんかだってﾌﾗｹﾞ日に落ち着かないから逆に怖い。(笑
早くお店に行かなくちゃーとか焦るんですもん。ｱﾀﾌﾀ((ヽ(；´Д｀)ﾉ))ｱﾀﾌﾀ
しかも２４日仕事入りそうなんですもん。

やっぱりｸﾘｽﾏｽ時期なので忙しいらしい。

ちなみにあたしの職場には年末年始の休みがない。

通常の休みと一緒。

なので今のとこ３１日、１日は休み予定だから

夜ﾊﾞｽで行くとしたら３１日???
泊まりは無理なので３１日のﾗｲﾌﾞ観に行って

ｶｳｺﾝに参加せずに帰るとゆーすごく心残りな日程。

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

なんかそれだったら初日に休みもらって３０日に行った方が気分いい。(笑
って行ける前提で話が進んでますけど何か???
まだﾊﾞｲﾄ決まってないのに。

(-∧-；)ﾅﾓﾅﾓ。
明日ﾊﾞｲﾄの面接頑張ってきます。

証明写真があまりにも不細工で死んだけど。(笑



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.11.18 Wed ﾄﾞｷﾄﾞｷﾁｷﾝﾚｰｽ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、急遽仕事が入ったので

今日、代休もらって面接に行ってきました。

うーん。全然わからない。(笑
受かるとか受からないとか全く予想がつかない。

たぶんﾏｲﾅｽﾎﾟｲﾝﾄになったのは日曜日に出られないとゆー部分と

週２日しか出られない部分かなぁ。

でもお店の人はすごく感じよくて働きたいなぁって思った。

とりあえず合否がわかるのは金曜日らしい。

はぁ。ﾄﾞｷﾄﾞｷ。

ちなみに今日休んでしまったので

３連休なんですけど。（笑

ﾄﾞ━━━━m9(ﾟ∀ﾟ)━━━━ﾝ!!

暇児ですけども何か???

で、その後、いつもｹｰｷ買ってるお店に

ｸﾘｽﾏｽｹｰｷの予約に行ってきました。

従業員の分も含めてなので７ｺ。

なんかもうそんな時期なんですねぇ。

ここのｹｰｷ屋さん美味しいので有名なので

早く予約しないといっぱいになっちゃうんですよねぇ。

そんなこんなでこんな時間に。

昨日、朝起きた時に喉痛かったから風邪かなぁとか思って

必死にうがいしたら今日になって治ってた。

やっぱりうがい手洗いは大切ですね。



もう仕事なんて休んでる場合じゃないからね。

もったいなくて有給なんて使えない。

だってもし行けるなら１２月３０日に休み欲しいもん。

全然行ける気がしないんですけどぉー。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
そんなわけで風邪なんてひいてる場合じゃなくってよ。

そうそう、うたばんが火曜日に移動したの知らなくて

ﾗｲｱｰｹﾞｰﾑの裏なんですね。

すっかりﾗｲｱｰｹﾞｰﾑ見ててうたばんの嵐見れなかった。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
でもﾗｲｱｰｹﾞｰﾑは最高に面白い。

あ。そういえばｴｲﾄｺﾝの詳細出てましたね。

あたし、３１日も普通にﾗｲﾌﾞあると思ってた。(笑
３１日はｶｳｺﾝだけなんですね。

天然炸裂。

なんか最近どうも情報に疎くて。

あ。でも年末年始のｴｲﾄｺﾝの予定は薄々感づいてたけど。

でもｼﾝｸﾞﾙは全然想定外。

ﾀﾓｽﾃｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞとか出ちゃうかなぁ???
新曲歌っちゃうかなぁ???
もっそい楽しみなんですけど。

また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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http://blog.mypop.jp/?userid=1210


ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.11.19 Thu ﾏｯｽﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑって裸祭りですか???って聞かれたんですけど。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は頭が痛くてずっとうとうとしてて

結局関ﾊﾟﾆ見て寝た。

でも夜見ると細かいとこ全然覚えてないんだよね

でもすっごいヤスくんが可愛かったのは覚えてる。

ただﾁｬﾝに至ってはほぼ記憶なし

でも最後のすばるがﾏﾝｺﾞｰﾌﾟﾘﾝを食べてるか杏仁豆腐を食べてるかを

当てた横山ﾁｰﾑはすごいと思う。

なんかやっぱりやっすんとすばるの意思の疎通だよね。

さすがだわ〜って思った。

最初、両ﾁｰﾑが杏仁って言ったのに

横山ﾁｰﾑは譲っての勝利だからね。

で、罰ｹﾞｰﾑがなぜか丸ﾁｬﾝ。(笑
ちなみに今回のｹﾞｰﾑは顔の表情だけで何を食べてるか当てるｹﾞｰﾑ

だったのね。

これが地味に面白いんだよね。

そして今日はROMESですね。

先週のやっすんの服が普通だったのが新鮮。

なんかいつもやっすんってど派手じゃん???
だからﾓﾉﾄｰﾝとか新鮮。

で、ヤスくんはあの髪型でもやっぱりど派手な服装で

闊歩してるのかなぁ???
前は全然普通の服装だったのにね。

いつからあのど派手路線が開花したんだろ???
きっとそっちの安田でも安田担にとったら可愛いんだろうなぁ。(笑
ﾎﾟﾆｮ大倉でも可愛いと思える大倉担と一緒で。

でも今、すっごい忠義、ｽﾚﾝﾀﾞｰだよね???
それでもきっとﾎﾟﾆｮは存在するんだろうなぁ。

だってﾄﾞﾘﾎﾞの時に今よりすごい痩せてたのに

ﾎﾟﾆｮ居たって言ってたもんね。



それでも好きなんだい

つーか に充電器がありすぎて

何が何の充電器かすでにわからなくなってきてる。

DSの充電器もやっと見つけたし。

ｼｰﾙに書いて貼った方がいいかなぁ。

なんか痴呆の始まったｵﾊﾞﾁｬﾝみたい。(笑

なんかこの間、 で若年性の痴呆を

わずらってる人に密着した番組がやってたんだけど

食べ物の食べ方も忘れちゃったりとか徘徊したりとかやってた。

なんかそういえばうちのじいちゃんも の乗り方とか忘れちゃってたなぁと思って。

その後はもう食べ物も食べれなくなって管を通して

直接流し込んでたし、植物人間状態が続いて亡くなってった。

なんか当時は少しづつそんな感じになってたから

衝撃も大きくなかったけど今考えるとやっぱり衝撃だなぁって思う。

今、毎日早起き出来るように練習中。

なんか仕事が昼からの時はｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞに１０時ぐらいに起きてたのね。

でも７時前には起きれるようにしてる。

かと言って早く眠れるわけでもないんだけどね。

今週のｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰもたーしーの裸じゃないですか???
((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
たーしー、表情が渋い。(笑
この裸体ｼﾘｰｽﾞはいつまで続くんだろう???
ｳﾊｳﾊで妄想にふけってしまうよ。

ｲﾔﾝ((▽＼*)≡(*/▽))ｲﾔｰﾝ

今年は年賀状交換をしたいと思います。

まひるたそと年賀状交換してもいいよって方がいらっしゃったら



右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。
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１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2009.11.19 Thu ｾｸｼｰぼんやりﾋﾞｰﾑに気をつけろ。

大倉担まひるですけどもー。

こんにちわ。

欠食児童まひるたそです。

もう今日午前中から眠いのよ

でも寝ちゃうと夜眠れないと思って我慢してるんだけど

地団駄踏みたくなるぐらい眠いのよ

つーかつーか仁ﾁｬﾝのｿﾛﾗｲﾌﾞ行きたいんですけど。

(*´ｪ｀*)ﾎﾟｯ
つーかﾁｹｯﾄがﾊﾞｶたけぇーよ。

普通のﾗｲﾌﾞ２回分ぐらいするじゃんよ。

これに行くかエイトの３０日のﾗｲﾌﾞに行くか

どっちも行けないか。

微妙なﾗｲﾝなんですけど。

もうﾎﾝﾄに銭こがないんですよ

今月入ってくる給料もいくらかわからないし。

どんだけ削られてるわけ???
こえぇ。

で、つるのうたをﾚﾝﾀﾙしてﾊﾟｿに入れたことをすっかり忘れていて

今聴いてるんですが斉藤和義さんの「歩いて帰ろう」が入ってるじゃないですか。

ｷﾞｻﾞなつかしす。

あと山崎まさよしさんの「One more time···」。

これあたし的に松潤が歌ったのがすっごいｲﾝﾊﾟｸﾄ強くて。

確か古い携帯に松潤ﾊﾞｰｼﾞｮﾝが入ってたと思う。

しばらく着うたにしてたもん。



あぁ。１日１日こうやってぼーっと過ごしてる間にも

銭こを稼ぎたい。

もうさすがに２日もぼーっとしてると暇で暇で。

しかも明日もなんですけど。

銭こがないから買い物も行けないし。

２７日にﾊﾟｿの代金の分割分の支払いが始まるんだって。

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

そうそう、倉’yasの納豆用の葱ね。

なんかただﾁｮﾝが刻んだかと思うと萌ぇ萌ぇ··(*'д`*)ﾊｧﾊｧ··。
あれがｽﾀﾊﾟで見せてた刻みﾃｸなのかと思うと(*´ｪ｀*)ﾎﾟｯ
なんかいいよねぇ。

背の高い男の人がちょっと低めのｷｯﾁﾝで背中丸めて葱刻む姿。

なんかしかもちょっと男の料理っぽく荒く刻んだ感じが。

萌ぇ━━ﾟ*｡(oﾟдﾟo)｡*ﾟ━━!!

なんかそんな素の部分をｻﾗっと見せてくれるのが

素敵

なんかあたし的にじゃが○こﾀﾜｰより萌えた。

あ。でもじゃが○こﾀﾜｰもね、

たちょの可愛さが垣間見れた。

やっぱり大倉忠義ですよね

そういや、ﾀﾓｽﾃでしてたﾋﾟｱｽってﾎﾞﾃﾞｨﾋﾟって噂もあったけど

あれって普通に２ｺに見えるﾋﾟｱｽなんだね。

すっごい可愛いﾋﾟｱｽだなぁと思って。

ただﾁｮﾝ、もう片方をおくれ。

２人でｵｿﾛのﾋﾟｱｽしてｸﾘｽﾏｽの街に繰り出したいです。

そういえばなんで最近ﾋﾟｱｽするようになったんだろ???
昔してたけどずっとしてなかったのにねぇ。

ﾁｬﾗ男風に見えて中身のｷﾞｬｯﾌﾟ???とやら???
いい。あたし、ただﾁｬﾝがﾁｬﾗ男に見えても全然いいよ。

だって中身はｾｸｼｰぼんやりﾋﾞｰﾑを発してる大倉忠義だもん。
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１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.11.19 Thu 今日の大倉忠義さんも最高でした。

大倉担まひるですけどもー。

つぁー。
ROMESが面白すぎるんですけど。

もう毎週、ここだ ってとこで

お預けくらっちゃうのよね

で、総合格闘技かじってる人となるしーはどう戦うの???
まさかﾎﾞｺﾎﾞｺにされるとか。(笑
砂村くんはﾎﾞｺﾎﾞｺにされてましたけども。

実はなるしーもｹﾝｶ強いとか???(笑
なんかﾃﾞｽﾉのLみたいに。

まぁ、たぶんあたし的予想。

警察もしくは警備の人が来る。(笑
もしくは子供達が止めに入る。

まぁ、来週を楽しみにしてましょう。

あ。NEWSのDVDのcode見た。

すっげぇ。いい。

なんかすっごいﾐｭｰｼﾞｼｬﾝっぽい。

亮ﾁｬﾝは恥ずかしかったみたいだけど。

ｴｲﾄもあーゆうのやってくれないかなぁ。

ソロ曲のｾﾙﾌﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ。

そんなの見た日にゃ、あたし、死んだう。

もちろん曲は「Butterfly I Loved」でお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2009.11.20 Fri やっぱり赤西仁ってすげぇ。

大倉担まひるですけどもー。

ﾊﾞｲﾄの面接やっぱり落ちたぁー

で、早速次の面接に行ってきたんだけど

やっぱり土日に出れる???って聞かれて

はぅーん。って感じです。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
またﾊﾞｲﾄ探さなくちゃ。

そんなわけで仁ﾁｬﾝのｿﾛｺﾝも行けなきゃ、

ｴｲﾄｺﾝも行けません。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
もう最悪だ。

でもﾀﾓｽﾃ見てﾃﾝｿﾝ上がってるあたしはｱﾌｫです。

やっべぇ。仁ﾁｬﾝがかっけー。

やまぴーがかっけー。

ﾓｼﾞ(((*´ ｀ *)(* ´З｀*)))ﾓｼﾞ

なんかでも凹むなぁ。

山梨に来て今までﾊﾞｲﾄの面接落ちたことなかったし。

やっぱり土日出られないのは大きいらしい。

はぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2009.11.21 Sat ﾀﾓｽﾃ感想。

大倉担まひるですけどもー。

なんか全然眠れない。

まぁ、地道にﾊﾞｲﾄ探していくしかなくて。

でも来月頭ぐらいまでには見つけないと

生活が厳しいんだよなぁ

まぁ、いくら給料ｶｯﾄになってるのかわからないけど。

何もこの時期じゃなくてもいいじゃんって思うわけで。

そしてさっき動揺してて書けなかった

ﾀﾓｽﾃの感想などを。(笑
やまぴーがちょっと髪を切っていい感じですごく好きです。

あたし、まだやまぴーの新曲買ってなくて

全然聴いてないんだけど好きな感じ。

あとLANDS。
仁ﾁｬﾝが偉く緊張しててでもそれもまだやまぴーが一緒だったから

多少なりとも緊張はほぐれたのかなぁと思います。

なんかすごくかっこよかった。

なんかあたしは思うのですが仁ﾁｬﾝはやっぱり

KAT-TUNだけの活動では惜しい人材だと思うわけで。

だからｸﾘｹｲﾁｬﾝとのｺﾗﾎﾞとか今回みたいなﾊﾞﾝﾄﾞとか

もっと幅広く活動してもいいと思う。

すごく歌もうまいし、演技力もあるし、

あたしはそうゆう仁ﾁｬﾝの部分をすごく大切にして欲しいと思います。

そして今日から丸ﾁｬﾝとやっすんの０号室の客の始まりです。

もう序盤から面白くて

丸ﾁｬﾝは何かと最先端を行ってる風な役どころ。

それが実はそうでもないってゆーね。

やっすんは何かと丸ﾁｬﾝに怒られつつも立場逆転しつつあります。

これ毎回の基本ﾊﾟﾀｰﾝなんだけど



妙にやっすんが可愛くてたまらないのです。

でもあたしはちょいちょい映りこんでるヨコﾁｬﾝが大好きなのです。

もっそい可愛い♥

このﾄﾞﾗﾏ、ﾎﾝﾄ忠義にもやって欲しかった。

なんか藤田まことさんが体調を崩されて

ﾄﾞﾗﾏを降板したと聞いて心配しています。

ちなみにはぐれは６月に撮り終えてるとのことで

影響はないとのことですが

最近度々体調が思わしくないので心配です。

やっぱりヒナﾁｬﾝも忠義もお世話になった方だし。

１日も早い復帰お祈りしています。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2009.11.22 Sun ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞしても中身優先の大倉担です。

大倉担まひるですけどもー。

なんか仕事が楽しくないって最悪じゃないですか???
なんかもう限界かも。

ﾊﾞｲﾄも決まらないとなると普通に転職も考えちゃうよなぁ。

なんか疲れた。

もうめんどっちぃもん。

刻々と１日１日が過ぎてくわけで

また休みになったらﾊﾞｲﾄ探ししよー。

それでﾀﾞﾒなら職探しだ。

なんかそれで女の子の日も重なって

昨日からﾃﾝｼｮﾝ上がらず

久々にすっごい欝になった

なのに昨日、ﾃﾝﾌﾟﾚ作ってた。(笑
もう今のﾃﾝﾌﾟﾚ飽きたので早くｸﾘｽﾏｽ仕様にしたいのだが

まだ丸ﾁｬﾝの誕生日があるので

それまではこれで。

もう気分はｸﾘｽﾏｽなのだ。

銭こはないけど

あぁ。でもお金がないってこれ程心が荒むのか???
最悪だ。

そう、まだMﾌｪｱ見てないのね。

Mﾌｪｱでも見てﾃﾝｿﾝ上げようかなぁ

だいたい日曜日の夜は夜更かしするんだよね。

月曜日に行けば休みだから１日ぐらいなら寝不足でも頑張れるから。



そういや、ただﾁｬﾝ、まだ髪型変えてないみたいだし。

でもだいぶ伸びてるらしいじゃないすか???
髪型変えましょう。

そして多少ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞしても受け入れ体制は出来てる大倉担で

ございます。

ただﾁｬﾝ、よくわかってるじゃん。

そうなのよねぇ。

大倉忠義なら多少太ろうがたいして気にならないのが

大倉担なのです。

なんでその心がただﾁｬﾝに通じたんだろ???
以心伝心ですか???
でもあたしの中でただﾁｬﾝ、痩せようか???って思ったのが

tornのDVDで。(笑
あの衣装のﾀﾞﾎﾞつき加減。

あれはちょっと泣きそうに。(笑
でも毎晩、iPodでtorn見てるけど。

そういや、tornのﾀｲﾄﾙが大倉忠義と錦戸亮のｲﾆｼｬﾙだってことに

だいぶ後になって気づいたﾄﾞｱﾎｳですけども。

ﾀｲﾄﾙを見た時点では全然。

ﾆﾌﾞﾁﾝでｺﾞﾒﾝね

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2009.11.26 Thu ２６歳ﾊﾋﾟﾊﾞ。

HAPPY BIRTHDAY
RYUHEI MARUYAMA

26th!!!!

丸ﾁｬﾝ、２６歳おめでとう。

今日はたくさんの人にお祝いしてもらえたね。

ﾒﾝﾊﾞｰにもお祝いしてもらえたみたいで

良かった。

去年の今日から始まったWebの連載も１年になるんだねぇ。

また来年の誕生日まで読み続けるから。

だから丸ﾁｬﾝは丸ﾁｬﾝらしく居て欲しいと思う。

２６歳という年が丸ﾁｬﾝにとってHAPPYで
ありますように。

2∞9.11.26　福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2009.11.27 Fri よくわからないこと。

大倉担まひるですけどもー。

まだﾊﾞｲﾄを探してる最中です。

なんか全然面接なんて落ちたことないから

今回のﾊﾞｲﾄ探しで苦戦してて

毎日凹みっぱなしです。

凹み過ぎてﾌﾞﾛｸﾞを更新する気にもなれず

すみませんでした。

ちなみに３社面接受けて全滅です。

で、１社がもう決まったと言われ、

今、面接を受ける予定が１社。

なんかそれ以外はふて寝。(笑
あ。今日は病院に行ったけど。

なんか も全然見てなかったし。

死にかかってました。

うーん。

まだ元気いっぱいってわけにはいきませんが

少しづつ元気を取り戻せたらいいなぁって思います。

あ。そういや、昨日はﾍﾞｽﾄﾋｯﾄ歌謡祭を見てたんですけど

めっちゃｵﾊﾞﾁｬﾝっぽい声の人が「ﾀｶﾋﾛー!!!」ってｴｸﾞｻﾞｲﾙの時

叫んでて面白かったです。(笑
そんなとこが気になるなんて···｡(笑

あ。あたし、なんか大倉担になってから

あんまりﾗｲﾌﾞで叫ばなくなりました。

あたしが「たっちょーん!!!!」って言ってる姿はほとんど見られないかと



思います。

いや、厳密に言えば仁担になってから???
その前とか全力で叫んでましたもん。(笑
なんで、ですかねぇ。

大人になった証拠ですかねぇ。

別に恥ずかしいわけでもないし、

ｲﾔでもないんですけどなんとなくですかねぇ。

でもﾃﾝｼｮﾝが低いわけでもないんですよ。

ﾉﾘﾉﾘだし、他ﾒﾝは叫ぶし。（笑

なんか大好きすぎて無理ってゆーか。(笑

なんなんでしょうね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2009.11.30 Mon ﾋﾅﾃｨﾌﾞに生きよう。

大倉担まひるですけどもー。

なんか休みになるとほっとする。

でも木曜日になると焦る。

ﾊﾞｲﾄ探さなくちゃって思うから。

なんか欝状態がﾊﾝﾊﾟなくて頭痛がする。

そして仕事が憂鬱だ。

でもちょっと元気出てきた。

なんかずっと凹んでたんだけど

給料見てまた凹んだけど

なんかちょっと頑張ろうって思えてきた。

うん。前向き。

昨日まで完璧後ろ見てたけど。

なんかだって暗くなればなるほど面接なんて

通らないもんね。

明るく前向きにしてなくちゃ通るものも

通らないもん。

明るく元気に。元気♪Ｏ(^▽^* 三 *^▽^)Ｏ元気♪

なんかあたしらしくないしね。

落ち込んでるのって。

ﾊﾞｲﾄ探し頑張ります。

なんか落ち込んでる間、

忠義のこと考えるのもつらくて

周りがｴｲﾄの年末年始ｺﾝで浮かれてる中

あたしは申し込みすら出来ずに居て

余計にどんよりしてたんだけど

なんかそれも仕方ないしなぁって思えるように



なったし。

そう思ってるのはきっとあたしだけじゃないし。

また行けるようになったら行けばいいし。

うん。

やっぱ京セラ行けないのはつらいけどね。

長野公演以来会えてないし。

まぁ、それもあたしだけじゃないし。

とちょっと大人になったまひるたそなのでした。

そういえばROMESもあと２回になりましたね。

そろそろ原作の方を読もうかなぁとか思ってます。

まだ買って読んでないの。

あと録画しっぱなしのものとかあるし、

それも少しずつ消化していこうかなぁと。

いろんなことやってれば少しは気持ちも紛れるでしょ???

そして出ました

ｸｰﾙﾄﾗﾝｽの３冊まとめ買い。

もうただﾁｬﾝ表紙のﾌｧｯｼｮﾝ誌は３冊いつも買ってる。

あ。でも仁ﾁｬﾝのｱﾝｱﾝもだけど。(笑
まだLANDSも買ってないから明日買いに行ってこよー。

LANDSのｱﾙﾊﾞﾑは早速予約しました。

ｴｲﾄとKAT-TUNのｶﾚﾝﾀﾞｰも予約しました

だから頑張ってﾊﾞｲﾄ探さないとねぇ。

なんかでもﾌｧｯｼｮﾝ誌っていいよねぇ。

いつものｦﾀ誌と違って写真の写し方にもこだわりを感じるし、

服装とか髪型とかもおされだし。

なんかあたしはAneCanのヒナﾁｬﾝが結構好きだった。

買おうか迷って中見たらｷｭｰﾝ♥ってなってそのままﾚｼﾞへ。

そういや、着々とﾚｺﾒﾝなどでｴｲﾄの新曲が流れてる模様。

全然ｽﾙｰしてましたがな

なんかもうやっすんと亮ﾁｬﾝの作った曲は流れちゃったようで。

もうこの２人が作る曲に間違いはない。

あたし、やっすんの作る曲も亮ﾁｬﾝの作る曲も大好きだから

すっごい楽しみで。



気分はすっかりｸﾘｽﾏｽです

ﾃﾝﾌﾟﾚもｸﾘｽﾏｽﾊﾞｰｼﾞｮﾝにしたし。

今週からはﾚｺﾒﾝちゃんと聴きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.12.01 Tue ★ｺﾒﾚｽ★

お待たせしててｺﾞﾒﾝなさい。

ｺﾒﾚｽやります。

いつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

とても励みになってます。

ありがとうございます。

これからもよろしくお願いします。

ｺﾒﾚｽ

☆riko☆ﾁｬﾝ

もゆさん（＠亮）

まどかﾁｬﾝ（＠忠義）

りぃさん

まみどり。ﾁｬﾝ（＠忠義）

せいやさん（＠忠義）

海ﾁｬﾝ（＠∞）

莉紀ﾁｬﾝ（＠忠義）

ゆんﾁｬﾝ（＠忠義）

ハルさん（＠仁）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：ジャニーズ

☆riko☆ﾁｬﾝ

ﾌﾞﾛｸﾞ移転したんですねぇ。

早速見に行きました。

２つﾌﾞﾛｸﾞ書いてたんですね。

あたしも２つﾌﾞﾛｸﾞ書いてます。

秘密ｻｲﾄも合わせると５つぐらいﾌﾞﾛｸﾞ書いてます。

でもここのﾌﾞﾛｸﾞがﾒｲﾝです。

あたしなんて全然面白いこと書けてないですよー。

なんか自分でも昔の方がいいこと書けてたなぁって思います。

そうなんですよねぇ。

最近仕事が大変なんですよねぇ。

もう辞めちゃいたい気分です。

もゆさん（＠亮）

いえいえ。

こちらこそｺﾒﾚｽが遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

ｲﾍﾞﾝﾄ、ﾊｽﾞﾚたんですねぇ。

なんかせっかくｴｲﾄﾒﾝが北海道に来るのに行けないとゆーのは

悲しいですよね。

なんか次からはもっと大勢のeighterが楽しめるｲﾍﾞﾝﾄを

やってくれるといいなぁと思います。

あたしの周りでは２人当たりました。

http://blog.with2.net/link.php?820833
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もゆさんは年末年始のｴｲﾄｺﾝ行きますか???

まどかﾁｬﾝ（＠忠義）

ﾎﾝﾄ、中学まではﾃｽﾄってそんなに苦じゃないですよね。

でも高校になると自分と同じﾚﾍﾞﾙ、もしくは上のﾚﾍﾞﾙの人が

たくさんいるわけじゃないですか???
だからすごく苦戦します。

自分の進みたい道に進めるって羨ましいです。

あたしは音楽の道に進みたかったのですが

親の反対にあって第二希望の道に進んだので

ちょっと複雑な心境です。

あたしもｷｬｻﾘﾝと一緒にROMES見てますよ。

そしてｷｬｻﾘﾝと共に寝ています。

大倉くんはｷｬｻﾘﾝは引き取ったのでしょうか???(笑
すごく気になります。(笑
ｦﾀｸだからか２６歳の自分は１４歳の自分と何一つ

変わってない気がします。(笑
ﾊﾞｲﾄの面接が大概土日出れますか???
ってやつであたし土日仕事だからなかなか合格しないんですよねぇ。

頑張ります。

ありがとう。

りぃさん

なかなか就職してしまうと思ったようにｦﾀ活が出来なくなるけど

でも理解ある会社だと働きながらもﾗｲﾌﾞ行ったり

いろいろ出来ることもあると思いますよ。

あたしの会社があたしのｦﾀ活に合ってないだけで。

だから就活頑張ってくださいね。

まみどり。ﾁｬﾝ（＠忠義）

まみどり。ﾁｬﾝのﾃﾝｼｮﾝがもっそい面白かった。(笑
まみどり。ﾁｬﾝは京セラ行くのかな???
あたしはﾊﾞｲﾄが決まらないので行けないんだけど。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
何かあったらｽﾎﾟｰﾂ新聞などﾁｪｷﾗすると情報が確実ですよ。



ｼﾝｸﾞﾙも楽しみですね。

PV作って欲しいですよねぇ。

「Butterfly I Loved」だったら気絶ものです。

想像だけでｲｯﾃQです。

せいやさん（＠忠義）

ﾊﾞｲﾄの面接頑張りますね。

せいやさんはまだﾗｲﾌﾞに行ったことがないんですね。

でもせいやさんならきっとたちょの名前呼べますよ。

海ﾁｬﾝ（＠∞）

だってｷﾝｷの時って普通に３１日もﾗｲﾌﾞあってｶｳｺﾝあってだよね???
だからもう勝手に決め付けてた。

良かった。あたしだけじゃなくて。(笑
海ﾁｬﾝは３０日から１日まで全ｽﾃｺｰｽ???
あたし、今回行けないからすごく残念。

莉紀ﾁｬﾝ（＠忠義）

ﾌﾞﾛｸﾞ移転了解でーす。

ってさっきも書いたけど。(笑
「頑張らんでもええ。　でも負けんな」かぁ。

なんかやっと元気取り戻しました。

ずっともやもやしてたけど。

ゆんﾁｬﾝ（＠忠義）

久しぶり〜。

ゆんﾁｬﾝも???
あたしも叫べないんだよねぇ。

他ﾒﾝはﾊﾞﾝﾊﾞﾝ叫べるのに。

好きすぎるんですかねぇ。

あたし、笑顔引きつりそう。(笑
なんだろ???必死な姿を見られたくないからかなぁ???
とか思ったりもするんだけど。



ハルさん（＠仁）

初めまして。

１番すきなのは仁くんなのに彼氏にしたいのは

大倉くんなんですか???
仁ﾁｬﾝがひがんじゃいますよ。(笑
でもきっと大倉くんはｳﾊｳﾊだと思います。(笑
これからもたちょのこともよろしくお願いします。



2009.12.01 Tue 忠義の裸体が忘れられない。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやりましたので

見てくださいね〜★

最近全然写真撮ってなかったので

写真撮りました。

D1000001.jpg

（↑iPod用にﾍｯﾄﾞﾌｫﾝ。

緑色だす。

（↑山久のｿﾛとLANDS。



（↑ﾚｲﾝﾎﾞｰﾛﾏﾝｽの最終BOX。

（↑画像いじるｿﾌﾄの本とHSJの写真集。(笑

あと年賀状も買ってきたので後で印刷しまーす。

年賀状、もう少し余裕があるので

まひるたそと年賀状交換してもいいよって方いらっしゃったら

右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

今日、２時間ぐらいしか寝てなくて眠いんだけど

ﾗｲｱｰｹﾞｰﾑがあるから起きてなくちゃ。

なんか深夜にやってた時は毎週見てたのに

今回、まだ１回しか見てなくて。

先週も寝ちゃったし。

だから話に全然ついていけてない···｡

そだ。今日はMﾌｪｱを見よう。

なんか結構評判良かったみたいだから楽しみ。



とりあえず先に年賀状を印刷しまーす。

また後で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.12.01 Tue 大倉忠義の裸体が忘れられないpart２。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰのﾀｲﾄﾙ、よくよく考えるとｴﾛくね???
特に下の内容とあってないんだけど

また最後にｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰの忠義と亮ﾁｬﾝの裸のやつ

ｶﾞﾝ見しただけよ。(笑
なんかあたし、亮ﾁｬﾝぐらい細い人より

忠義ぐらいｶﾞｯﾁﾘしてる方が好きなの。

ｶﾞｯﾁﾘ???ﾎﾟｯﾁｬﾘ???

いや、ここはｶﾞｯﾁﾘで

なんか１日に何度ｶﾞﾝ見するんだろう???
この人···｡ってぐらいｶﾞﾝ見しますけど何か???
もうすっごいすっごいかっこよくね???
あの裸。

そんなに引き締まってるわけでもないんだけど

忠義にしては頑張った方の裸だよね???
まぁ、そんな人様の裸について語れる程

ﾅｲｽﾊﾞﾃﾞｰもしてませんけども。

(*´д`;)…ﾊｧﾊｧ。

やっばい。ただﾁｬﾝがかっこよすぎる件。

忠義にとって裸になるのは女の人が

ﾌﾞﾗｼﾞｬｰ外すぐらい恥ずかしいらしいんで。(笑
そんなに恥ずかしいかぁ???
全然ｲｹてるのに。

あぁ。もうあの裸体でご飯４杯はいけるね

今、お腹下してるけどそんなの関係ねぇ。



で。今日はMﾌｪｱを見まして。

ただﾁｬﾝのﾎﾟﾝﾊﾟが可愛かったんだけど

よくよく見るとｻｻﾞｴさんに見えなくもない···｡

まだ髪型変えないのかなぁ???
もう雑誌のROMESについての取材もなさそうだし、

髪型変えてもいいんじゃない???
なんかそういや、ただﾁｬﾝの衣装、ﾍﾞｽﾄで乗り越えちゃうっぽいなぁ···｡

そんなに毎日ﾍﾞｽﾄ着ちゃうもの???
やっすんは私服ﾊﾞｰｼﾞｮﾝも何ﾊﾟﾀｰﾝかあったけど。

「歌姫」の時のｼﾞｪｰﾑｽといい同じ服装が多い人だなぁ。

ってもしかして微妙に違うとか???
あ。でも仕事人の時もそうだったっけ。

椿くんぐらい???
服装が何ﾊﾟﾀｰﾝかあってその度に萌ぇ萌ぇ··(*'д`*)ﾊｧﾊｧ··ってなってたのって。

で。ただﾁｬﾝ、雑誌ではｱｳﾄﾄﾞｱって言ってたのに

完璧ｲﾝﾄﾞｱ派発言じゃないでつか。

外出るの苦手なんでお台場ぐらいで。

えぇぇぇぇぇぇぇぇえー。 (｀д｀ﾉ)ﾉ ﾇｵｫ!!

あたしも引きこもりなんで。

なんか で本読んだり、音楽聴いたり、

DVD見たり、TV見るのが好きなんだもーん。もーん。もーん。

ただﾁｬﾝとおうちﾃﾞｰﾄがしたい。(切実

もしくはお台場。

もしくはﾈｽﾞﾐｰﾗﾝﾄﾞ。

耳つけてｷｬｯｷｬしたいもん。

最近ｷｬｯｷｬしてねぇー

で、夜はただﾁｬﾝのよだれものの裸を拝見させていただきます。



ついでに美味しく頂きます。

（↑何をだ???何を。

変態が止まらない。

そういや、丸ﾁｬﾝ、連載が止まってると思ったら

新型ｲﾝﾌﾙにかかってたんだね

つーかWebも発表してくれ。

不安になるから。

１日も早くよくなりますように。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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ｸﾘｯｸお願いします。
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JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.12.02 Wed 大倉忠義と白いｽｰﾂ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日眠くてﾗｲｱｰｹﾞｰﾑ見終わって速攻果てた。

で、夢見て。

松田翔太くんと戸田恵梨香ﾁｬﾝが出てきて

あたしは出てこなかったんだけど

追われてる身で。

で、電車から電車へ飛び移ったりして

結構激しい動きが多かったんだけど

あたし寝ぼけて壁だと思ってﾍﾞｯﾄﾞの横の空を

もやもや触ったり何かと間違って目覚まし時計抱いて寝てた。

で、２時ぐらいに目が覚めて

また寝た。

久々に自分で覚えてる寝ぼけ。

で、女性自身のただﾁｬﾝに撃沈。

かっこよすぎゆ

右側の白いｽｰﾂもあたしの好きな口角ｷｭｽﾏｲﾙだし、

左側のｼｬﾂもはだけ具合がｽﾃﾁ

なんか鎖骨の綺麗な人って好き。

なんか忠義も大人の男の人になったんだなぁって

ちょっと思った。

なんかその中にある少年の心も好きだけど。

散々ﾛｹでﾍﾀﾚ具合を発揮する時も多いけど。(笑
このｷﾞｬｯﾌﾟだよね。

忠義って。

すごく男っぽいとこと可愛らしいとこ。

この忠義のｷﾞｬｯﾌﾟにまんまとやられてる大倉担まひるですけどもー。

でも相変わらず女性自身とか買うの恥ずかしいや。

男性ﾌｧｯｼｮﾝ誌とか買うのは全然平気だけど。

２６歳にもなってｦﾀ誌も買うくせに。（笑

これはもう１３年ぐらい買い続けてるから



慣れなんだけど女性自身とかｵﾊﾞﾁｬﾝ雑誌ってｲﾒｰｼﾞがあって。

微妙に恥ずかしい。

で、話は戻るんだがあたしは忠義の白いｽｰﾂ姿が大好きだ。

なんか王子様っぽくない???
すみません。いい年して夢見すぎですか???(笑
もうｽﾃｷすぎるんだもん。

(*´д`;)…ﾊｧﾊｧ。

大好き。

すみません。

ﾄﾓｺﾚで自分の分身に覚えさせた言葉が「たっくん、大好き。」だったので

すばるとｹｺ━━━━(・∀・)人(・∀・)━━━━ﾝした今でも

時々「たっくん、大好き。」って言います。

で、相性を占ったらすばるとあたしって７５点なんだけど

たっくんと占ったら９５点なんだよねぇ。

もうなんでそれなのにすばると結婚してんだよーって思ったもん。

もったいない。

なんかでも１度あたしがすばると離婚するみたいなこと言い出して

それは止めたんだけど。(笑
今考えたら止めなければたっくんとｹｺ━━━━(・∀・)人(・∀・)━━━━ﾝ

したかもなのにね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.12.05 Sat 年賀状交換まだ受け付けてます。

大倉担まひるですけどもー。

夕方からIEのお気に入りの横に画像が入るじゃないですか???
あれをやってて、でも全然画像が入らなくて。(ﾉ_·｡)
Safariとかでは見れたんですけどIEだと見れなくて

もう諦めかけてた時にIE8の上書きをしたんですね。

そしたらﾊﾞｯﾁﾘ入りました。

ちなみに「Favicon」って言うんですけど。

いやぁ、気分爽快です

ただﾁｬﾝのｲﾗｽﾄがﾊﾞｯﾁﾘ入ってることだと思います。

つーかまだまだ のことで知らないことって

たくさんあるんだなぁと奥深さを感じました。

まぁ、あたしなんて自己流のﾍﾟｰﾍﾟｰですけどね。(笑
Wordとｴｸｾﾙも使えないのでちょっと勉強しようかなぁって

思ってます。

でも事務職ではないので使う時がないんですけど。(笑

なんか今考えると将来の夢ってもっともっとゆっくりじっくり

考えた方がいいなぁって思いました。

あたしは第2希望の学校だったんだけど

今考えたらﾊﾟｿ関連の学校にも行きたかったなぁって思います。

自分でちょこちょことやってる感じですが

全然勉強し足りないし、

なんかもっとこんなことが出来たらいいなぁって

思うことがたくさんあります。

なんかﾏｲｶﾞｰﾙ見て０号室の客を見て

考えさせられることたくさんありました。

ﾏｲｶﾞｰﾙもROMESも来週で最終回ですが



どっちも楽しみです。

でも同時に寂しくもあります

なんか今年は全然ｴｲﾄｺﾝとか行けなくて長野公演１回きりだったのですが

来年は少しでも多く行けるように頑張りたいと思います。

そのためにもﾊﾞｲﾄ探し頑張らなくちゃ。

空（＠章大）もﾊﾞｲﾄ探し苦戦してるみたいですね。

だから最近はお互いを励ましあうﾒｰﾙが多いです。(笑

そういや、ただﾁｬﾝ、髪切ったんだよね???

もう１日も早く見られるのが楽しみです

さつぱりって言ってたからどんな感じなんだろうと楽しみ〜。(〜´Д`)〜
なるしーﾍｱｰも結構好きだったので

大倉忠義の髪型に失敗はないと自担盲目発言です

年賀状交換、まだ多少余裕があります。

まひるたそと年賀状交換してもいいよって方が

いらっしゃったら右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

丸ﾁｬﾝ、大丈夫ですか???
毎日心配です。

早く丸ﾁｬﾝのはじける笑顔とｷﾞｬｸﾞが見たいです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.12.05 Sat 伝説。

大倉担まひるですけどもー。

やっと仕事が終わったなり。

なんか職場でｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞが流行ってるので

ﾏｽｸ着用とのこと。

なんか自分はかからないってゆー妙な自信だけは

あるんですけど。（笑

あたし的に年明けの方がひきやすくて。

なんか風邪ひきたくないなぁ。

もちろんｲﾝﾌﾙも。

何がつらいって咳と関節痛。

咳は１ヶ月近く治まらないもん。

丸ﾁｬﾝはどうしてるかなぁ???

あ。帰りに日刊ｽﾎﾟｰﾂ買ってきた。

今週は忠義だというので。

で、ちょこっと見たんだけど

ｶｯｺｲｲ〜

なんか前回載ったのがいつだろ???
それからそんなに経ってないと思うんだけど

だいぶ大人っぽくなったなぁって。

お酒が抜けないってのはちょっとｵﾔｼﾞ発言だけど。(笑
なんかほどほどに飲んでくださいね。

お酒で失敗することもなきにしもあらずなんで。

あたしはお酒で失敗ってあんまりしたことなくて。

でも最近薬飲んでるからお酒も飲まないように

してるんだけど割と最近は飲むと眠くなる。

と言ってもすっごい飲むんだけど。(笑
ちょっとぐらいじゃ酔わないから。

お酒で負けたことがなくて絶対相手をつぶしちゃうの。

どんだけ〜???
連ﾄﾞﾗﾏｰかぁ。(笑



忠義もいよいよそう呼ばれるようになったか。

なんか髪型はこれ変わったってゆーのかなぁ???
ﾊﾟｰﾏではないけどｽﾄﾚｰﾄでもない。(笑
でもなるしーではないよね。

つーか行かないからゆっくり探せばいいんだけど

Y&Jから青封筒が届いてない···｡

今日ﾋﾟﾛｷのﾗｲﾌﾞのﾊｶﾞｷは見たけど。

うち、ﾎﾝﾄ、青封筒の届く率が低い。

たぶん会社に届く封筒も青封筒が多いからだと思うんだけど。

恐るべし。ｵｶﾝ。

なんかそういや、空（＠章大）とあたしの中では

たくさんの伝説があって新大阪、素うどん事件とか

名古屋、ﾑｰﾑｰ事件とか、山形P席事件とか話すと長くなるので

またの機会にしますがとにかく毎日がｷﾞｬｸﾞみたいだった。(笑
今日はOFFなんで事件とか。下からですけど何か???事件とか(笑
大概あたしが原因なんですけど。(笑
懐かしい。

ｼﾞｬﾝｹﾝ一発勝ちですけど何か???事件とか。(笑
まぁ、言い出したらきりがないのでやめておきます。

あの頃が１番楽しかったなぁ。

最近は伝説が出来る程遊んでないもんなぁ。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2009.12.06 Sun ｸﾞｧﾑですかい。

大倉担まひるですけどもー。

なんか今実は転職も考えていて

ｼﾌﾄは店長のすぐ下の人が戻してくれたんだけど

店長との確執が大きくてやってく自信がないってゆーか。

なんかだって人件費削減とか言っておいて

実際は店長があたしのこと気に入らないからｼﾌﾄから

外しただけだったんだもん。

それがわかったのが先々週ぐらい。

だから一応職探しは続ける。

まぁ、どうなるかわからないけどね。

今、応募してる雑貨やさんの仕事もしてみたいなぁって

思ってて。

で、今すっごい眠い。

今朝、なかなか眠れなかったから２日分睡眠薬飲んで寝たのね。

そしたら起きたらﾌﾗﾌﾗで。

でもそれ自分じゃ全然いつも通りにやってるつもりなの。

でも周りから見ると異常に見えるらしい。

恐ろしいよね。

15時ぐらいには普通に戻ってたけど。

でも今になったらもっそい眠くて。

まぁ、しばらくするとお目目ﾊﾟｯﾁﾘになっちゃうと思うけど。

あぁ。今頃、ｴｲﾄﾒﾝはｸﾞｱﾑかぁ。

ｶﾚﾝﾀﾞｰの撮影らしいけどｸﾞｱﾑってことは裸のｼｮｯﾄありますよね???
ｾｸｼｰｼｮｯﾄｷﾎﾞﾝﾇ。

まぁ、海よりも温泉の方が萌えるんですけどね。（笑

1ﾐﾘ単位のｶﾗﾝとｼｬﾜｰの設定を全裸で一生懸命やる男も

好きですけどね。

やっぱり風呂は萌える♥



ｼｬﾜｰしてる時の背中とかいいよねぇ。

ちなみに頭からｼｬﾜｰを浴びてて背中若干反り気味だとなおよし。

うっきゃんきゃん(○´艸`)♥

丸男も無事に参加出来たようですし。

丸ﾁｬﾝ、おかえり。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2009.12.08 Tue 可愛い女の子、ｶｯｺｲｲ男の子大好きです。

大倉担まひるですけどもー。

あくびが止まらないんですけどー。

眠い。

仕事から帰ってくるといつもこんな感じ。

でも眠いんだけど眠れるわけじゃないの。

だから結局眠るのが遅いんだけど。

今日も夜更かしｺｰｽですわ。

そう、今日、ｦﾀ誌を買いに行こうと思ってて

すっかり忘れてた。

明日買いに行こうー。

で、銀行の口座で何かが引き落とされてたんだけど

通帳持ってなかったから何が引き落とされたか

わからなくて気持ち悪い。

なので銀行まで行かなくちゃならなくて。

もう通帳記入の余裕がないので

新しい通帳作ってもらわないとならなくて。

非常にめんどくさい。

あ。後で昨日の少ｸﾗ見ようー。

まだ全然見てなくて。

なんか雑誌で少し見たんだけど

ただﾁｮﾝの服装が可愛い。

あれって私服なのかなぁ???
衣装なのかなぁ???
今日はヨコが出る深夜番組があるからそれ見てからね。

なんか全然消化出来てないものが

たくさんあるんですけど。



あ。で、ひっそりこっそりさっきｦﾀ誌を買いに行ってきたんですよ。

で、ﾁﾗ見して宿題くん見てた。

あたしも劇団ひとりさんの顔好きなんですよー。

ｱﾌﾗｯｸのCMだったかなぁ???
その時の劇団ひとりさんの顔が１番好きだった。

イカの踊り食いがめっちゃ面白かった。

あとｷﾞﾈｽの話とか。

あとKARAはあたしも知らなかったんだけど

好きかも。

ちょっとﾁｪｷﾗします。

めっちゃ可愛いんだもん。

そんなあたしのﾊﾟｿにはAKB48のRIVERが入ってますけど何か???
この曲好きなんだよねぇ。

ﾃﾝｿﾝ、もっそい上がる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516


JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.12.08 Tue ヨコﾁｬﾝのﾋﾞｽﾞが男前すぎて。

大倉担まひるですけどもー。

うーん。

また職探しをしてるんですが

１つめぼしいのを見つけたんで明日電話してみようと

思ってます。

ちょっと条件が厳しいので無理かもだけど

電話するだけでもしてみようかなぁって。

で、今、ヨコﾁｬﾝの出る番組を見終わったんですが

あまりのﾋﾞｽﾞの良さに感激いたしました。感(┳∧┳)動
やっぱ髪型も体型も今のヨコﾁｬﾝが最高でございます。

ちなみに内容は河本さんのお子さんが

ｼﾞｬﾆｰｽﾞの大ﾌｧﾝでそれでｻﾌﾟﾗｲｽﾞでヨコﾁｬﾝに

会わせたって内容なんでちょっとしか

映ってないんですけどもっそいかっこよかったから

いいです。

やっぶぁいです。

最近ヨコﾁｬﾝにｷｭﾝｷｭﾝです

ってゆーか有閑倶楽部辺りからですけど。

でも途中でﾊﾟｰﾏあてたじゃないですか???
あれはあまり好きじゃなかったなぁ。

もう今の髪型がもっそい好きなんです。

ヨコﾁｬﾝは黒髪ｽﾄﾚｰﾄが１番です。

基本的に忠義はなんでも好きです。

自担に甘いんで。(笑
つーか盲目ｦﾀなんで。

盲目ってほどでもないんですけど

忠義ならなんでもかっこよく見えちゃうんです。

自担甘甘なんで。(笑



あ。年賀状交換まだ若干余裕あります。

まひるたそと年賀状交換してもいいよって方が

いらっしゃったら右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2009.12.09 Wed 酸性雨

大倉担まひるですけどもー。

今日は昼まで寝て夕方まで掃除して

ｹﾞｰﾑして夕飯後、２１時ぐらいかなぁ。

もっそい眠くなって薬も飲まずに寝ちゃったのね。

そしたら案の定今になって目がﾊﾟｯﾁﾘ。

最悪だ。

あたし、薬がないとﾎﾝﾄに眠れないのね。

そんなわけでまたﾗｲｱｰｹﾞｰﾑを見逃しました。(ﾁｰﾝ

ｸﾞﾘﾑｽのｷｰﾜｰﾄﾞがあったので

書きます。

「酸性雨」

なんかｸﾞﾘﾑｽのｷｰﾜｰﾄﾞって初めて書くかも。

じゃ、寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2009.12.09 Wed 落ち着くねぇ。

大倉担まひるですけどもー。

肩こりがひどくてﾊﾟｿ辞めて寝ようと思ったんだけど

なんとなくー。（笑

ｱﾘﾅﾐﾝEX飲んだんだけど全然効かない。

あ。考えたらまだ少ｸﾗ見てないや。

月曜日の深夜はヨコﾁｬﾝ見て果てたし、

火曜日はﾊﾞﾀﾊﾞﾀしてたし。

で、今日は仕事だったし。

明日もやっと仕事だぁ。

なんか仕事が入って嬉しいのとROMESの最終回をﾘｱで

見れないｼｮｯｸと。（笑

DVD発売になってもすぐには買えないかも。

あ。Jｱﾙﾊﾞﾑ買いました。

やっぱｷﾝｷって落ち着くなぁ。

ｷﾝｷのｱﾙﾊﾞﾑはﾍﾞｽﾄ盤以外は全部ﾊﾟｿに入れた。

でも光一くんのｿﾛｱﾙﾊﾞﾑが見つからなくて。

部屋にあるのは間違いないんだけど。

つよさんのｿﾛは２枚目までしか持ってなくて

ｴﾝﾄﾞﾘも剛紫も持ってないんだよね。

残念なお知らせでした。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2009.12.10 Thu 豚猫。

大倉担まひるですけどもー。

私信＞＞

ﾒｰﾙをくださったたつよしさん、ﾒｱﾄﾞが間違ってたみたいで

お返事出来ません。

お手数ですがもう1度ﾒｰﾙください。

明日、仕事行く前に病院行ってこようと思います。

いつもの通院です。

そうそう、そろそろ携帯新しくしようかなぁって思ったんですけど

まだ月々の支払いが半年ぐらい残ってて

あと半年は我慢かなぁって。

うーん。携帯も何が欲しいかよくわからなくなってきました。(笑
ただﾁｬﾝみたいにちょくちょく携帯買える程余裕はありません。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ

いよいよ明日ROMES最終回ですね。

なるしーはどうなってしまうんでしょうか???
あたしはなるしーを信じたいと思います。

最終回で仕事復帰ってのも嬉しいような悲しいような。

問題はﾜﾝｾｸﾞがちゃんと撮れてることです。

あ。昨日のｸﾞﾘﾑｽのｷｰﾜｰﾄﾞで

あたしのｸﾞﾘﾑｽに来訪者が。



（↑最初豚かと思ったんですけど猫でした。(笑

短いけど肩こりがひどいのでこの辺で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2009.12.10 Thu 肩もみ。

大倉担まひるですけどもー。

相変わらず肩こりのひどいまひるたそです

たぶん視力が悪いのと姿勢が悪いのと寒いのと···｡(笑
言い出したらきりがないんですけど。(笑
ﾏﾏﾝも肩こりがひどいらしく揉んであげましたけども。

男の人の肩こりってあんまり聞かないんだけど

男の人でも肩、こるんでしょうか???

つーかむしろただﾁｬﾝに揉んでもらいたい。

どこを???
やーねー。

肩ですよ。肩。

そりゃ前の方もお願いしたいですけどねぇ。(笑
（↑THE変態。

なんかただﾁｬﾝが妙にﾃｸﾆｼｬﾝにしか見えない。(笑
なんのだ???
やーねー。

肩もみですよ。肩もみ。

なんかただﾁｬﾝとか激しそう。(笑
何がだ???
やーねー。

肩もみですよ。肩もみ。

また後で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.12.12 Sat ｱﾀﾞﾙﾃｨｰなﾒﾝｽﾞが好きですが何か???

大倉担まひるですけどもー。

今日は肩こりと頭痛がひどくて１日寝てました。

仕上げにゆっくりお風呂に浸かって

肩こりはﾊﾞｯﾁﾘよくなりました。

やっぱりゆっくり休む休日が必要ですね。

ROMES最終回見ました。

なんかやっぱりなるしーは天才なんだなぁと思って。

ﾎﾝﾄに忠義はなるしーを演じきったし、

やっすんも砂村を演じきった。

共演者の方々、ｽﾀｯﾌの方々に支えられ

すごくいいﾄﾞﾗﾏが出来たと思う。

なんか最後なるしーが泣いてる時、

思わず泣いてしまった。

なんかﾃﾞｲﾋﾞｽ教授にとってなるしーがすごく大切な人間だったと

同時になるしーにとってもﾃﾞｲﾋﾞｽ教授はかけがえのない人だったんだなぁ

と思って感動してしまった。

砂村だけに見せたなるしーの人間らしい部分。

なんかそれが砂村で良かったなぁって思ったし、

砂村だからだろうなぁって思ったし。

DVDになることも決定したし、嬉しいです。

ﾎﾝﾄにみなさん、お疲れ様でした。

そして今日はﾏｲｶﾞｰﾙの最終回。

最後どうなっちゃうんだろう???って不安だったけど

やっぱりコハルﾁｬﾝはいい子だなぁって思った。

あの年齢で父親に好きな仕事をさせてあげるってゆー理解力って

なかなかないと思う。

やっぱり自分の気持ちを１番に考えちゃう年頃だと思うし。

ﾏｲｶﾞｰﾙのDVDも欲しいなぁと思ってるんですけど



破産します。また泣いてしまった。

なんかﾏｲｶﾞｰﾙは毎週泣かされた。

そういや、昨日のﾚｺﾒﾝで横山会の話になって

にのと相葉ﾁｬﾝのﾎﾟｼﾞｼｮﾝは???みたいな話になって

「大倉の下。」って言ってたのが妙にｳｹました。

忠義さん、そんなにﾎﾟｼﾞｼｮﾝ高いんですか???
ちなみに斗真はにのと相葉ﾁｬﾝより下らしいです。

たちょはヨコちょの子分ですか???
酔うとむしろ逆のような気がします。

酔っ払った忠義の頭を洗ってあげる横山さん。

暴れる、忠義。

ﾟ*｡最 (*ﾟдﾟ*) 高｡*ﾟ
で、来週はすばると亮ﾁｬﾝがｹﾞｽﾄらしいです。

なぜこの２人なのかは不明。

ﾘｽﾅｰがこの２人が更に仲良くなるようにいろいろ考えてて

ﾂｲｽﾀｰって意見も出てました。(笑
面白い。

で、０号室の客。

どんだけシゲさんは老けて見えるんでしょう。

天才医師の役って···｡

なんかそう見えてしまうのが怖い。

まだ一応大学生なのに···｡

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
なんかこじゃれたｽｰﾂが似合ってしまう。(笑

あ。あたしひとつ発見したんですけど

えぐざいるのTAKAHIROと手越くんって似てないですか???
同じ系統の顔をしてると思うのは

あたしだけですか???

あ。２０日の堂兄にｴｲﾄ出るそうです。



楽しみですね〜。
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2009.12.12 Sat eighterですが何か???

大倉担まひるですけどもー。

そうそう、今日、後輩と一緒にご飯買いに

に行ったのね。

そしたら後輩が「なんで ってNEWSなんだろ???
関ｼﾞｬﾆ∞だったら良かったのに。」

って言い放ちました。

大きく頷きたかったけど「そう???」って軽く流して終わりました。

後輩はあたしの携帯のﾒｱﾄﾞ、もちろん知ってます。

eighterと思ってかまかけられたんでしょうか???
あたしのｱﾄﾞﾚｽはちょっとｴｲﾄに興味ある人だったらすぐ気づくｱﾄﾞﾚｽです。

大倉担だって。

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
なんかｦﾀｸさらしてﾔｲﾉﾔｲﾉ言われるのがイヤなので

ずっと隠してるんですけど。

それにﾗｲﾌﾞとかで休みとりづらいし。

最近はさすがにﾗｲﾌﾞで連休とることもないんですけど

以前はﾎﾝﾄにGO　WESTしてたんで。

しかも当時の店長がﾗｲﾌﾞなんかで仕事休むなんて

みたいな考え方の人だったんで。

どっちかと言うと今の店長もそんな感じ。

店長の下の人はﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝだったんでﾗｲﾌﾞ大歓迎みたいな人なんだけど。

堅苦しい人は嫌いだ。

なんかだって店長、同窓会で同僚が休みたいって言った時

あからさまにｲﾔな顔したもん。

同窓会はありでしょー???
鬼だと思ったもん。

なんかそういや、高校の時、ﾊﾞｲﾄが決まって

１週間ぐらいで盲腸になって散らすのが手遅れで



手術だったんだけどそれをﾏﾏﾝがﾊﾞｲﾄ先に電話したら

(；・∀・)ﾀﾞﾀﾞｲｼﾞｮｳﾌﾞ···?より先に「４日ぐらいですか???」
ってまだ手術したばっかだってのに無愛想に言われたのが

なんだこいつって思った瞬間だった。

結局１週間ぐらい休んだんだけど。

世の中理不尽な人ってたくさんいるよね???

そろそろ髪を切りに行きたいんだけど

どうしよかなぁ。

ﾎﾞﾌﾞにするかまた短く切るか。

ﾎﾞﾌﾞにするにはちょっとﾄｯﾌﾟが短いってゆーか。

ただﾁｬﾝのNEWﾍｱｰも１５日には見れそうだし。

またﾌﾟﾚﾐｱﾑｼｮｰにも出るみたいだし。

堂兄でも見れそうだし。

ﾀﾓｽﾃｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞでも見れそうだし。

ｳﾊｳﾊじゃないですか???
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2009.12.13 Sun 砂村メール。

大倉担まひるですけどもー。

なんかもうちょっとROMESについて語りたいんですが

なんせ１回づつしか見てないから

語れるほど見てないとゆーか

なのでまたﾘﾋﾟﾘﾋﾟしたらちゃんと語りたいと思います。

一応、ROMESｻｲﾄには感想書いたんですけど

最近そうゆうことやってなかったんで

なんかちょっと見解が甘いと思います。(笑

そうそう、近所に専門学校の時の友達がいるんですが

結婚するらしいです

ってゆーかすでに一緒に暮らして居てそこがうちの近所なのです。

ってことを最近知りました。

なんかしかも結婚したらあたしと苗字が一緒になるんです。

あたしの住んでる県ではあたしの苗字って非常に多くて

後輩がうぜぇって言ってました。(笑
後輩も東京出身なんでね。

しぃやせん。m(__)m
あたし、専門の時に１学年２ｸﾗｽしかなかったんですけど

１学年に４人、同じ苗字の人居ましたもん。

いやはや、恐るべし。

で、最近家の会社のﾊﾟｿにﾉｰﾀｯﾁだったんですね。

もう自分のﾊﾟｿがあるとそんなもんですよねぇ。(笑
ﾌﾞﾛｸﾞ始めた頃は自分のﾊﾟｿが壊れていたので

会社のﾊﾟｿでﾌﾞﾛｸﾞや某ﾎﾑﾍﾟにｶｷｺしてたんですけど。

そしたらｳｲﾙｽﾊﾞｽｲﾀｰの期限は切れてるわ、相変わらず回線はISDNだわ、

それはどうゆう教育ですか???
だからこの間、faviconのことで会社のﾊﾟｿからﾈｯﾄ繋いだら

遅いのなんのって



何???この化石ﾊﾟｿは???と思いました。

そんなわけで会社のﾊﾟｿにも関与していきたいと思います。

ぐいぐい入っていきますよー。(笑
まぁ、あたしがﾊﾟｿ始めた頃は夜、繋ぎ放題になるので

夜しかﾊﾟｿ出来なかったんですけど。

それが今は光ですよ。

でも相変わらずまだ無線ルーター使ってないんですけど。

なんか設定がめんどくさい。

とりあえず説明書読むの嫌いな人間なんで

あと、まだﾁｰﾑROMESが少ｸﾗに出たやつ見てなくて

なんか結構ｶｯﾄ多かったらしいじゃないですか???
あれ前から思ってたんですけど出来るだけｶｯﾄしないような方法で

お願い(人'д｀o)したいんですけど。

まぁ、それは少ｸﾗの収録を短くしろと言ってるも同然なんですけど

でもそれもいまいちだし、

出来たら放送時間を長めにするとか。

何かいい方法はないですかねぇ。

P.S.
砂村ﾒｰﾙ最初ぐらいから最後まで転送してくださる親切な方、

もしいらっしゃったら右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

ｺﾒﾚｽ*
しおりさん（＠きみくん）
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eighter歴３年ですかぁ。

短いとかそんなことないと思いますよ。

なんかむしろ何でヨコちょのこと知って

ｴｲﾄのこと知って好きになったのかとか

そうゆうことの方が気になります。(笑
あたしでよければぜひぜひお友達になってください。

大歓迎です♥
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2009.12.14 Mon ﾋﾅﾃｨﾌﾞに生きたい。

大倉担まひるですけどもー。

もっそい疲れた。

足ﾊﾟﾝﾊﾟﾝ。

なんかO脚だからか、朝起きると足がOの字になってて

ﾌﾗﾌﾗするんですけど。

ちゃんと着地出来ないってゆーか。

どんだけですのん???

なんか月曜日の仕事終わりが鼻歌歌いそうなぐらい

ご機嫌なんですけど。

あんまり木曜日の仕事終わりはそんなに嬉しくないんだよなぁ。

って今週の木曜日また休みなんですけどね

うーん···｡

やっぱり職探しかなぁ。

もう何が１番ｲﾔって店長と合わないってこと。

昨日も自分の意見通しすぎって言われたし。

自己主張して何が悪い???
そんなことで怒られてもねぇ。

すごくちっちゃいことでもめるのよ。

ｼﾌﾄ戻したことも不満みたいだし。

それが自分の意見通しすぎなんだって。

意味わからん。

なんかいちいちすっげーｶﾞﾐｶﾞﾐ言われて腹立たしい。

はぁ。忠義に癒されたい。

まだちょこっとしかヲタ誌読んでないから

ｶﾞｯﾂﾘヲタ誌読んで癒されたい。

ROMESも見直したいし。

なんか最近遅くまで起きてることとかあっても

大概ﾍﾞｯﾄﾞの中でﾜﾝｾｸﾞ見てるぐらいだから



あんまり何かしてるわけじゃないんだよね。

なんか最近意欲とかわかないの

何かしようって思う気分になれないってゆーか。

ﾀﾞﾒだなぁって思う。

どうもあたしﾈｶﾞﾃｨﾌﾞなんだよね。(笑
ﾎﾝﾄにヒナﾁｬﾝが羨ましいって思うぐらい。

あれ。明日、ｴｲﾄ見れるんだっけ???
じゃあ、ﾋﾅﾃｨﾌﾞに少しはなれそうだ。

あ。そういや、水曜日、KAT-TUNのDVD届くんだ。

ﾗｲﾌﾞDVD見てﾃﾝｿﾝ上げますか

なんかKAT-TUNのﾗｲﾌﾞDVD見るのもっそい久々かも。

あたし、今、じゅんのすが髪短いから好きなんだけど

このﾗｲﾌﾞの頃、長くなかったっけ???

で、黒ﾊﾞﾗを昨日見てたんだけど

全然先に進まなくてあたしは亀ﾁｬﾝの活躍が見たいのよーって

苛々してた。

あ。それで思い出したんだけど

昨日の野球大会って結局運動会だったんだね。

新聞もWSもﾁｪｯｸしてないからよく知らないんだけど

野球大会、亀ﾁｬﾝﾁｰﾑ（東京ﾁｰﾑ）と光一くんﾁｰﾑ(関西ﾁｰﾑ）って

芸能NEWSで言ってたから信じてたのに

結局、亀ﾁｬﾝﾁｰﾑしかあってなかった。(笑
(´・ ・｀)ｶﾞｯｶﾘ…。
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2009.12.17 Thu 関ｼﾞｬﾆ∞とﾏｲｹﾙ·ｼﾞｬｸｿﾝ。

大倉担まひるですけどもー。

なんか昨日の関ﾊﾟﾆ面白かったなぁ。

みんな撃沈してるのに

１人無傷な忠義さん。

辛さに強いのかなぁ???
それとも鈍感力ですか???
めっちゃ面白かった。

特に亮ﾁｬﾝ。

そしてﾔｲﾉﾔｲﾉ言う忠義さん。

ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ

久々に笑ったなぁ。

やっぱりエイトは面白い。

あのｼﾞｬｰｼﾞもｽﾃｷよね???
今時あれが似合うのは芸人さんかエイトぐらいでしょう。

そう、で、１９時過ぎから始まったﾏｲｹﾙ・ｼﾞｬｸｿﾝのﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ見たんだけど

そうゆう裏があったんだぁと知って涙が出ました。

あたしは多少なりともﾏｲｹﾙのこと疑ってたし。

みんなﾏｲｹﾙのお金目当てだったんだね。

人一倍繊細だったﾏｲｹﾙ。

どんなにつらかったことだろう。

やっぱりあたしはﾏｲｹﾙ·ｼﾞｬｸｿﾝが好きです。

たくさんのすばらしい歌とﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを残してくれた。

キレのあるﾀﾞﾝｽは見るものを魅了する。

流石だなぁって思ったし、

でも睡眠薬に頼りすぎたのはよくないなぁって思う。

眠れなかったら寝なきゃいいし。

無理して寝る必要なんてなかったと思う。

あたしも毎晩眠れない夜が続くけど

確かに苦痛だけどなるべく薬に頼らないようにしてる。

ﾏｲｹﾙの苦痛もわかるけどね。



薬の依存症はよくない。
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2009.12.17 Thu やっすんﾛｹ最高です。

大倉担まひるですけどもー。

あたしはﾏｲｹﾙが尋常性白斑という皮膚病だということを

最近知りました。

それまでは皮膚まで整形したものだと

思ってました。

無知って怖いですね。

なんか亡くなってから知ることが多くて

ｼｮｯｸです。

生きてるうちにもっとﾏｲｹﾙのことを

知りたかった。

KAT-TUNのDVD買ったんですけど

まだ見てないです。

ﾊﾟｯｹｰｼﾞはKAT-TUNらしく黒を基調としてて

ｶｯｺｲｲです。

今考えたら神ｻﾏｰｺﾝのDVDがもっそい爽やかですよね。

あたしはどっちも好きだけど。

あの時の仁ﾁｬﾝがﾋﾟｰｸかなぁ。

あたしの中で。

じゅんのすのﾋﾟｰｸって特にないんだけど

（終始好きだから）

可愛いなぁって思ったのは高校受験を前にして緩くﾊﾟｰﾏを

あてたことですかねぇ。(笑
それはいいんですか???
って思ったけど似合ってて可愛かった。

ありえへんのｽﾍﾟｻﾙ見ました。

なんか思ってたよりも見たことあるやつが多くて

案外見てたじゃーんって思いました。

亮ﾁｬﾝのどM発言が可愛かったです。



なんかやっすんのﾛｹも面白かったし。

お風呂のやつとどSなお店も面白かったなぁ。

なんかやっすんの小さなやっすんがｱｲﾀﾀ状態なのかと思うと

そのﾛｹをぜひ大倉忠義さんにしてもらいたいと思うのは

変態だからですか???
想像しただけでめっちゃ面白い。

忠義さんの忠義さんがｱｲﾀﾀ状態かと思うとｳﾌﾟﾌﾟﾌﾟ。(笑

追記にｺﾒﾚｽ

しおりさん（＠きみくん）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：KAT-TUN

JUGEMテーマ：ジャニーズ

しおりさん（＠きみくん）

はい。あたしは大倉担です。

でもヨコちょもかなり好きです。（笑

メールは右側の下の方にﾒｰﾙﾌｫｰﾑがあるので

そこからﾒｰﾙください。
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2009.12.18 Fri 寝すぎ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、今日と爆睡してました。

だって寒くて布団から出たくないんだもん。

どんだけ〜???
で、夕方に弟から呼び出しをくらって

年賀状を作ってくれって言われて。(笑
でも弟のﾊﾟｿだとｿﾌﾄが古くて使いたい画像が使えなくて

結局あたしのﾊﾟｿでやることになりました。

で、さっき自分のﾊﾟｿでやったら一発で出来て。

ﾅｲｽ、俺。

って思いました。

とりあえず続きは弟のﾃﾞｼﾞｶﾒの画像を

あたしのﾊﾟｿに入れて火曜日に作ることに

なりました。

(- -З)ﾅｰﾑｰ。

うーん。お風呂に入ってポッカポカです。

みなさんはお風呂のお湯の設定って何度になってますか???
あたしんちは４２度になってるんですけど

それだとちょっと熱くて４１度にするとちょっと物足りないんですよね。(笑
なんかただﾁｬﾝなら全裸で設定してくれることだと

思います。(笑
（↑別に全裸じゃなくても···｡

ただよぴ、よろぴこ。

あ。そうそう、そういや、まだ普通の年賀状作ってないのよねぇ。

ヲタ用は作ったけど。(笑
年賀状買ってこなくちゃ。

もうﾃﾞｻﾞｲﾝは決まってるのね。

弟から借りた年賀状の素材集があるから



それ使おうと思って。

ﾃﾍ(ﾉ´∀｀*)

なんかうちの弟は理屈っぽくてごねるくせがある。

それで携帯買う時にごねて安くしてもらったり

してるんだけどとうとうﾊﾟｿもごねだして

家の会社のﾊﾟｿをごねて格安で光にしてもらうとか

当然のようなのである。(笑
なんか身内だとちょっと恥ずかしいﾚﾍﾞﾙなのである。

大概お店の人が困ったﾁｬﾝな空気が流れる。

というぐらい酷い。

それがなければいい弟なんだが。(笑
この時期は年賀状とか喪中のﾊｶﾞｷとかもっそいこだわりを

押し付けてくるからてんてこ舞いだし。(笑

今日の晩御飯はｶﾚｰでした。

ただﾁｬﾝ、ｶﾚｰよ。ｶﾚｰ。

そんなんで吸い込まれる程甘くないとはわかってるけど。(笑
言ってみたかっただけ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.12.19 Sat 腹ﾍﾟｺﾘﾝ。

大倉担まひるですけどもー。

年賀状、全部でけたー。

お疲れ様どす。

足がﾊﾟﾝﾊﾟﾝ。

さすがに２日も爆睡した後の

仕事はこたえるぜ。

今、のだめ見てるんだけど

あたし、のだめの服装好きなんだよね。

なんかあたしの好きなﾁｪｯｸ柄とか多いし。

可愛いなぁと思って。

もちろんｷｬﾗも大好きなんだけど。

それに樹里ﾁｬﾝが大好き。

あと玉木宏さんも大好き。

うっきゃんきゃん。

そう、最近目覚ましの音が全く聞こえないの。

だからﾎﾝﾄﾔﾊﾞくて。

目覚ましたくさんかけとかないと起きれないの。

今まで古い携帯を目覚まし代わりに使ってたんだけど

そんなんじゃ生ぬるいみたい。

昨日の怪１見た人居ます???
あたし怖くて見れないんですけど。(笑
なんかさすがに丸ﾁｬﾝ出てるから見たいんだけど

こればっかりは無理みたい。

録画もしたけど編集なしで即DVDに焼いたし。(笑



そんなわけでお蔵入りしそうな雰囲気です。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ

（↑KAT-TUNのDVDとｷﾝｷのJｱﾙﾊﾞﾑ。
まだKAT-TUNのDVD見てないけど。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ

（↑ｦﾀじゃない人用の年賀状。

さっき作りました。

左の黄色いのが虎です。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2009.12.20 Sun ｳﾞｨﾄﾝのｷｬﾘｰがぁー!!!!

大倉担まひるですけどもー。

寒くて帰ってきてとりあえずお風呂。

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
なんかあたし、冬の方が好きだったはずなのに

今年の寒さが尋常じゃなく苦手です。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
でも夏もやっぱり嫌いだけど。

なんか昔なら寒さなんてへっちゃらだったのに。

もう最近の寒さは無理です

もうﾊﾞｲｸが無理。

ちゃ〜ら〜、へっちゃら〜なんて歌えない。

あ。堂兄が始まった。

横山、涙の引退宣言ってつよさんに言われてた。（もちろん冗談です。

なんかあっという間に終わってしまった。

でもめっちゃ面白かった。

あたし的に面白かったのは安田がグレた。

とすばるの関西弁の話。

と亮ﾁｬﾝのご飯の話。

そしてとうとう忠義のｳﾞｨﾄﾝのｷｬﾘｰが壊れたのか???
((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
修理に出したんだろうなぁ。

ｳﾞｨﾄﾝだもんなぁ。

忠義さん、あたしの１０００円のｷｬﾘｰは未だに健在ですよー。(笑
もう７年ぐらい使ってるけど。

安田がグレたのは大倉くんに犬のように扱われてたからですか???
ﾄﾞﾗﾏ中はｲﾁｬｺﾗｲﾁｬｺﾗしてたくせに。

キーｯ。
そういや、あたしも肘の裏がわからなかったんですけど。

村上派ですわ。



また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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ｸﾘｯｸお願いします。
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2009.12.21 Mon 忠義のﾏｲｽﾈｱ。

大倉担まひるですけどもー。

眠れねぇ

別に明日お昼出勤だし、別にいいんですけど。

あたし、鬱病でなかなか眠れないから基本遅番に

してもらってあって水曜だけ早番なんです。

なんか最近それさえも起きれるか怪しかったですけども。

で、倉’yas、ﾐﾆﾓﾆ、いや、ｲﾔﾓﾆから

どんな音が聞こえてくるんでしょう。

１度でいいから使ってみたい。

もちろん大倉忠義様のやつですけども何か???

あたし、忠義のﾏｲｽﾈｱ、ずっと白色だと思ってました

ｶﾞ━━ΣΣ(ﾟДﾟ；)━━ﾝ!!

なんでだろ???
長瀬くんのやつも白じゃないのに。(笑
でもずっとﾄﾞﾗﾑｾｯﾄ、黒だったからﾊﾆｬって思ってました。

どんだけ無知なんでしょう???
かまへん。かまへん。BY名倉

如何に見てないかですよねぇ。

ただﾁｬﾝ、ｺﾞﾒﾝ!!!!(m´・ ・｀)m ｺﾞﾒﾝ…

で、今日は帰ってきてお風呂入ってご飯食べて

ちょろっとしたら堂兄だったので

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ見てないですけど。

興味津々なのは平家派ですけど。(笑
なんとなくしか覚えてないのでどんな話が出てくるのか



楽しみです。

キャハ(○´艸`)♥

BUTお休みの日は大掃除と弟の年賀状作りでてんてこ舞いなのです。

また雑誌が増えて部屋のｽﾍﾟｰｽが!!!!
もうあと１０日ぽっちで2∞9年が終わってしまうのです。

2010年も良い年になるといいなぁ。

2010年はもう少しエイトに会えたらいいなぁって思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.12.21 Mon ｱｲﾀﾀ発言。

大倉担まひるですけどもー。

今日、午前中に 行って

午後から仕事に行ったのね。

午前中、 でだいぶいっちゃってる女の子が居て

絶叫しまくり。

入院って言われたらしくすごい暴言吐きまくって

「入院なんてしねぇよ。入院って言うなら裁判だ。裁判!!!!」って

叫んで暴れて３人に取り押さえられて長いこと通院してるけど

ここまでいっちゃってる患者さん初めて見た。

その患者さんのせいでちょっと仕事遅刻しちゃった。

その患者さん１人で４０分もかかったからね。

しかも今日、風が強くてめっちゃ寒いし。

20091221224813.jpg

（↑お友達から手紙と忠義の誕生日のﾍﾞｱのｽﾄﾗｯﾌﾟ。

めっちゃ嬉しかったです。

ありがとうございます

ｷﾞｻﾞｱﾘｶﾞﾀｽ。

大切にします。

そうそう、あたしも去年の長野公演の帰りのお土産やさんで



知ったんだけど５月ってｴﾒﾗﾙﾄﾞが誕生石だから何かと緑が多いんだよね。

ちなみに安田さんの誕生日もｻﾌｧｲﾔが誕生石だから青だし。

あ。そだ。

ﾘﾝｸに前もﾘﾝｸしてた大倉担のみおりが追加されてます。

大学に進学して忙しくなったためﾌﾞﾛｸﾞ一端辞めたのですが

時間が作れるようになったためﾌﾞﾛｸﾞ再開したとのこと。

ぜひ遊びに行ってあげてください。

すっごいいい子なんで。

今日、年賀状出したんで元旦には届くと思います。

楽しみにしててくださいね〜♥

なんかそういや、今日、東京DOGSが最終回だったじゃないですか???
途中から見てたんですよ。

最後、なんで、奏とゆきは離れるかなぁ。

絶対３人で仲良く居て欲しかったのに。

で、なんだかんだ言って結局ゆきはまるおと付き合ったりするんだよね。(笑
なんだかんだと結婚しちゃったりするんだよね。

奏のいない間に。(笑
世の中とはそんなものです。(笑
だってさ、結局ｦﾀとかやってて自担のこと好きって

言ってても結婚出来るわけでもないでしょ???
それで身近な男子と結婚していくわけですよ。

でもあたしはわかんないけど。

なんかずっと忠義のこと好きって言ってそうだけど。(笑
それもだいぶｱｲﾀﾀ発言。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.12.22 Tue 肩こりに頭痛に吐き気。

大倉担まひるですけどもー。

今日、夕方まで肩こりと頭痛と吐き気がひどくて

寝てたのね。

だけど全然よくならなくて

結局薬飲んだのね。

なんか弟に年賀状頼まれてたから。

もっそいﾀﾞﾒ出しされて３時間もかかっちゃったよ。

自分のなんて１時間もかからず作ったのに。

あたしはOｶﾞﾀﾝなんじゃー!!!!（笑

ｱﾊﾞｳﾄ万歳人間なんじゃー!!!!(笑

で、ﾗｲｱｰｹﾞｰﾑを見てました。

全然見てなかったから誰???って思う人が

たくさん居てびっくりだったけどやっぱり面白いなぁって。

なんか勝ち負けが二転三転してて

全然よめない。

秋山くんと直ﾁｬﾝに勝ってもらいたいけど。

もらいたいっつーか勝って!!!!
もうあの心理戦がたまらない。

なんか普通予測出来ないことがたくさん起きて

びっくり。

あ。そういや、巷はｴｲﾄのCDﾌﾗｹﾞ日じゃん。

あたしは２４日にまとめて配達してもらうことにしたけど。

まぁ、２４日仕事なんですけども。

なんかｸﾘｽﾏｽなんてまだまだ先だと思ってたけど

もう明後日なんだなぁと思って。

まぁ、ｲﾌﾞｲﾌﾞですけど。

なんかもうCD聴いてｸﾘｽﾏｽ気分に浸ってる人もたくさん

いるんだなぁと。



あたしはｲﾌﾞｲﾌﾞですけど。（笑

（↑しつこい。

あぁ、CD早く聴きたい♥

今日、ﾎﾝﾄは本屋に行ってヲタ誌買ってこようと思ってたんだけど

寝てたから結局明日だな。

薬で抑えてた肩こりがまたしてきたもん。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
今日は早く寝よう。

明日は仕事だし。

しかも早番だ。

帰りにヲタ誌買ってくるべ。

先週のｵﾘｽﾀとかお取り置きしてもらってあるから

早く見たいし。

ｴｲﾄ表紙らしいし。

ｳﾎｳﾎですな。

来週、再来週ってもしかしたら火曜日しか休めないかもしれないし。

なんかやっぱり人足りないらしい。

実家に帰るﾁｰﾑが数人。

地元だから出勤しますﾁｰﾑちょっと。(笑
せっかくお友達にｴｲﾄの追加公演誘ってもらったのに

申し込み前にどうせ行けないだろうと思って

全力でｼﾌﾄ出ますって言っちゃったもんなぁ。

通常のｼﾌﾄだったら追加公演なら行けたのに···｡

まぁ、仕事頑張ろう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2009.12.23 Wed うぅ。

こんばんワンツー。

大倉担まひるですけどもー。

なんかどうやら風邪をひきそうな感じで

瀕死なんですけども。

なので早く寝ます。

おやすみなさい。

まひる。



2009.12.24 Thu Merry X'mas!!!!

大倉担まひるですけどもー。

ﾒﾘｰｸﾘｽﾏｽ♪

とりあえず風邪はよくなったんだけど

月曜日ｼﾌﾄ一緒だった同僚が新型ｲﾝﾌﾙでﾀﾞｳﾝしたと聞き、

焦ってます。

あたしも火曜日、すっごい体中の関節が痛くて

寒気して頭痛がして吐き気がしてたから

ﾔｯﾊﾞｲなぁって思ってたんだけど

今日になったら熱も下がって無事です。

ご心配おかけしました。

まだｲﾝﾌﾙにかかる可能性もあるんですが。

でも今週から再来週まで火曜日しか休みがないから

ﾎﾝﾄに休める状態じゃなくー。

毎日ﾏｽｸしてうがい手洗いして頑張ってますだ。

で、エイトのCDを今日、全部配送していただきまして。

花男見てるからまだCD聴けてないんだけど。

ｼﾞｬｹとかﾌﾞｯｸﾚｯﾄとかｸﾘｽﾏｽっぽくていい まさにｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄだ。

そして花沢類はやっぱり好きだ。

韓国版でも。

つーかｸｼｬﾐしたら喉が痛い。

ってゆーか喉が痛い。

ｲﾝﾌﾙだけにはなりたくないなぁ。

もうこの間の火曜日の体調の悪さで久々に

風邪ってこえぇって思ったもん。

それなのにﾏﾏﾝはﾊﾟﾊﾟﾝが風邪ひきそうだからって

夜中１時ぐらいに出先から電話してきて



ﾊﾟﾊﾟﾝの部屋の暖房つけてって。

あたし、(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙで死にそうなのに。

で、結局暖房のﾘﾓｺﾝがわからなくて寒い中１０分も探したのに

見つからなくてってﾏﾏﾝに電話したらもっそいｷﾚられた。

あまりにも理不尽な怒られ方に腹が立った。

（↑今やっと聴いてます

今からﾃﾝﾌﾟﾚ作るんでｻﾗﾊﾞ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2009.12.26 Sat 倉’yasも終わり···｡

大倉担まひるですけどもー。

なんか倉’yasも終わり、

忠義が一生懸命いろいろ書いてくれたんで

それについて書きたいのですが

忙しくて出来ないので

またお休みの日にやりたいと思います。

なんか金曜日に仕事出ただけで曜日感覚ｾﾞﾛ。

今日が土曜日って気がしない。

なんかちょっと明日休み気分だもん。(笑
仕事ですぅー。

なんかもう今年も残すとこあとわずかになりましたね。

年内の休みが２９日しかないので

そこで大掃除をしたいなぁと思ってます。

でも全然見てないDVDとか溜まってて

ただﾁｬﾝをｶﾞﾝ見したいんですけど。

もう全然見てないもん。

先週の堂兄以来???
なんか全然忙しくて見てられない。

しかも再来週までそんな感じだし。

で、すべらない話を見てたんですけど

めっちゃ面白かったです。

なんかこれ見ると年末だなぁって思う。

あとｶﾞｷ使の笑っちゃいけないｼﾘｰｽﾞ。

毎年仕事してるから途中からしか見れないけど。

毎年めっちゃ笑う。



で、ｴｲﾄのCD１曲１曲大切に聴きたくて

まだ緑しか聴いてないんですけど。

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
しかも今日に至っては「Snow White」ｴﾝﾄﾞﾚｽﾘﾋﾟです。

そういや、昨日ｸﾘｽﾏｽ用のお餅なんちゃらかんちゃらっていう

ｹｰｷもらった。

（↑箱、ﾋﾟﾝｸが効いてて好きな感じ。

（↑これがもっそい柔らかくて美味しかったんです。

追記にｺﾒﾚｽ

大倉めぐみさん

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥



pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

大倉めぐみさん

お返事遅くなってしまってすみません。

元旦には届かないとは思いますが

まだ年賀状大丈夫です。

右側にあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑに名前と住所書いてメールください。

折り返しこちらの連絡先ﾒｰﾙ致します。
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2009.12.28 Mon 大倉忠義の髪の毛事情が知りたいんじゃー。

大倉担まひるですけどもー。

２４時頃、うとうとしてたんだけど

結局目が覚めちゃいました。(笑
明日、仕事行けばお休みなんだけど

明日が年内ｺﾞﾐの日最後なんだって。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
大掃除に間に合わない。

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

なんか今、年末年始で人が足りないから

やたら店長があたしのご機嫌取りをしててｷﾓｽ。

普段虫けら扱いなのに。

ﾊﾞｶﾁﾝがぁー。

今日、友達が韓国旅行から帰ってきてその話を

ﾒｰﾙでしてたんだけど

関西から韓国って近いんだよねぇ。

なんか関西に有名なﾋﾁｮﾙﾍﾟﾝがいるってﾌｧﾝﾐで周りの子に聞いて

一緒に見に行ったもん。(笑
いや、あたしもﾋﾁｮﾙﾍﾟﾝのつもりなんだけど

最近めっきり。(笑
新しく出る???出た???DVDは買うけど。

なんかSUPER JUNIOR-MもCD出すみたいだし。

それも買うんだけどDVDとCD一括にしちゃったら

１月６日に一緒に届くみたいで。

そんなわけで発売日を知らないのです。（笑

で、近所に韓国語教室があるからすごく行きたいんだけど

行ってる暇がないのよねぇ。

やっぱり自己流じゃ全然話せるようにならない。

本なんかじゃ全然発音わからないし。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
なので韓国に興味持ち出して４年近くが経つのに



全く韓国語がしゃべれないﾀﾞﾒﾀﾞﾒﾋﾁｮﾙﾍﾟﾝです。

ｶﾞｯｶﾘｰｽﾞです。

なんかそういえばただﾁｬﾝは髪の毛ｽﾄﾚｰﾄにしたんだろうか???
するとかしないとかもやんもやんと言ってたけど

そろそろｽﾄﾚｰﾄが拝みたい今日この頃です。

なんか急☆上☆Show!!を歌う時はﾓｻﾓｻ頭らしいので。

あの髪型も最初は萌えっとなったけど

さすがに見慣れすぎて新鮮味が欲しい。

そう忘れた頃に突き出されるあたしの青封筒。（笑

先週出てきましたよ。

エイトの振り込め用紙。(笑
遅いんじゃー。

ﾎﾞｸﾁﾝは短気なんじゃー。

でもﾁｷﾝなのでﾏﾏﾝに言えないんじゃー。

いやいや、そこは強く言おうよ。

大事なものだよ。

ある意味あたしの命より大事なものなんじゃー。



あーぁ。ｶｳｺﾝでｴｲﾄ映るかなぁ???
ｴｲﾄ映るかなぁってか忠義のNEWﾍｱｰ映るかなぁですけど。

つーか毎年のことですけど

ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞのｼﾞｬﾆｰｽﾞのｶｳｺﾝ枠が未だ未定。

なんで毎年ｷﾞﾘじゃないとわからないんじゃー。

あ。忠義のつま先から覗いてるクマの靴下は

ファックベアジャガードソックスってやつらしいです。

しかも完売らしいです。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
まただよ。

大倉忠義効果。（笑

あ。いつもｺﾒﾝﾄありがとうございます。

来週過ぎるまでは忙しいのでｺﾒﾚｽが出来そうにありません。

ﾎﾝﾄにすみません。

急ぎの方は右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2009.12.29 Tue 励まして励まされて。

大倉担まひるですけどもー。

昨日寝てなかったから２３時には寝ちゃったんだけど

夢見て目が覚めた。

内容はよく覚えてないけど

ただﾁｬﾝと付き合ってる設定の夢だった。

ただﾁｬﾝと付き合ってる夢はよく見るんだけど

本物の大倉忠義さん、いつになったらあたしを

迎えにきてくれるんですか???（笑

（↑ズ。

で、また寝ようかと思ったんだけど

あ。明日早起きしなくていいんだと思ったら

ブログ書かねばと思ってブログ書くことにしました。

特に書くことも浮かばないんですけどね。（笑

明日、大掃除をしなくちゃなぁと思ってます。

余裕があったら最近溜め込んでいたＤＶＤを消化して

ヲタ誌も読んで久々にヲタヲタした日を過ごしたいです

なんか仕事してる日ってなかなかヲタヲタ出来ないんですよねぇ。

だから休日ぐらいヲタヲタしたいです。

そしたら仕事の活力になるし。

やっぱり活力って必要よねぇ。

でも昔って大げさかもしれないけど起きてる時は

ずっと自担のことを考えてたけど

最近は仕事の時は仕事のことしか考えてない。

なんかエイトのことも忠義のことも大好きだけど

それを取ったら何も残らない人間になりたくないんです。

やっぱり忠義から自立した人になりたいってゆーか。

なんか忠義におんぶに抱っこじゃ忠義から見ても

魅力的じゃないと思うんです。



そりゃ、忠義を好きな気持ちはすごく大切です。

でも忠義から見てもｽﾃｷだなぁって思える人間になりたいんです。

でも時には忠義に甘えることも大切だなぁって思ってます。

もちろん忠義から甘えられることも大切だし。

お互いが同等の関係で居たいってゆーか。

あたしも忠義が落ち込んでる時は励ますし、

あたしが落ち込んでる時は忠義に励まして欲しいし。

これからも大倉忠義さん、よろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2009.12.31 Thu 今年もお世話になりました。

大倉担まひるですけどもー。

2∞9年も今日で終わりです。

年が明けて８日になるとあたしがﾌﾞﾛｸﾞを始めて

５年になります。

ここのﾌﾞﾛｸﾞは６月に始めたんだけど

あたしが１番最初に始めたﾌﾞﾛｸﾞは2∞5年の1月なんです。

なんか５年もﾌﾞﾛｸﾞを続けていられることが不思議。

大倉担も６年以上かぁ。

何気にこんなに本気で同じ人を好きで居たことがない。

うーん。相葉ﾁｬﾝとかアツ兄とかも今でも好きだけど

本気なわけじゃないし。

なんか年々エイトに会える回数とか

忠義に会える回数とか減ってるけど

でもやっぱり好き。

昔は年に３〜４回大阪行ったりしてたし、

ちっちゃいｲﾍﾞﾝﾄも東京行ったりしてて

ﾎﾝﾄに楽しかった。

最近は仕事も忙しく、相方と都合もつかず、

なかなかﾗｲﾌﾞも行けないけど

来年は少しでも多く行けたらいいなぁって思ってます。

来年は空（＠章大）の愛娘も一緒に行けたらいいなぁって。

そして今年もたくさんの方にお世話になりました。

今年もお友達、たくさん出来たし、来年もよろしくお願いします。

こうして読んでくださる皆様がいるからこそ

頑張れる部分すごくあります。

ありがとうございます。

ｺﾒﾝﾄ、ﾒｰﾙ、Webﾊﾟﾁありがとうございます。

決してﾏﾒなあたしではありませんが

これからもよろしくお願いします。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.01.01 Fri 忠義に見合う女になりたい。

大倉担まひるですけどもー。

明けましておめでとうございます。

今年も福原まひると関ｼﾞｬﾆ∞をよろしくお願いします。

さてさて。

ﾃﾝﾌﾟﾚなのですが年明けﾊﾞｰｼﾞｮﾝでございます。

すごい水玉使いで目が痛いでしょ???（笑

やっぱり気分はお正月です。

ｶﾞｷ使見てたからｶｳｺﾝが途中からしか見れなかったんだけど

ただﾁｬﾝのｽﾄﾚｰﾄの髪を見て

今までにない感じにときめきやっぱり今年も

大倉忠義は健在だぁーと思った元旦なのでした。

ぐふ。ただﾁｬﾝｽﾃﾁ♥

なんか今年は去年出来なかったことを

たくさんやりたいと思います。

映画も月に２本ぐらい見れたらいいなぁって思うし、

本も出来るだけ読みたいと思うし、

ｦﾀｺﾑもしたいなぁって思うし、

ｴｲﾄ魂も１本でも多く行けたらいいなぁって思うし、

とにかく充実した１年にしたい。

ﾋｯｷｰも時間有効に使いたいなぁって思うし。

今年の目標、「自分磨き。」

最近全然出来てなかったから去年よりはいい女に

なれたらいいなぁって思います。

あとﾀﾞｲｴｯﾄも頑張りたい。



なんかﾜﾝﾋﾟｰｽとか着ると妊婦さんですか???
って感じなんだもん。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
なんかひっそりこっそり加圧ﾊﾟﾝﾂを買おうかと思ってますけど何か???
あれならｼﾞｰﾝｽﾞの下にもはけるし、ﾚｷﾞﾝｽみたいにはけるし、

いいかなぁって。

なんかﾎﾝﾄﾁｬﾚﾝｼﾞの年にしたいなぁって。

それもこれもただﾁｬﾝのためです。

もちろん自分のためでもあるんだけど

なんか大倉担として恥じない自分で居たいんだよね。

たぶんあたしは自分に自信がないから

ｴｲﾄ魂で「たっちょーん。」って叫べないんじゃないかと

最近思いまして。

まぁ、理由はそれだけじゃないんですけど。

頑張ります。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

ｺﾒﾚｽは只今多忙につき再来週ぐらいになったら少しは時間できるんで

その時までしばしお待ちください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.01.02 Sat 京セラ魂お疲れ様でした。

大倉担まひるですけどもー。

ますます曜日感覚がなくなって

妙な感じです。

さてさて。

あっという間にｴｲﾄ魂も終わり、

というかあたしの３日間があっという間だったのかも。

ずっと仕事だったし。

１２月３０日〜１月１日の京セラ魂お疲れ様でした。

仕事してたせいかそんなにじれったくなく過ごせました。

これで休みだったらｳｷｰっってなってたと思うけど。（笑

仕事終わって帰ってきて寝てって日々を

今過ごしてるのでｴｲﾄごとがたいして気になりません。

それもどうかと思いますが。（笑

忙しいためﾚﾎﾟも漁ってないし、

人様のﾌﾞﾛｸﾞも読んでないので何もついていけてません。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ

なんかそれより気になってるのがトン（東方神起）の夏頃

解散っていう噂です。

絶対解散とかして欲しくないし、

大好きな人達がﾊﾞﾗﾊﾞﾗになるのはもうｲﾔです。

そうゆう経験があるからトンの解散もイヤだし、

エイトの５周年がすごくすごく大切に感じる。

エイトにも解散とかして欲しくない。

１０周年、２０周年ってお祝いしたい。

あたしが結婚して４０代とかになっても忠義好き。

エイト好きって言ってブログ続けていたいもん。

話がそれたけどとにかくトンの解散は絶対イヤです。



東京に住んでた頃のﾗｲﾌﾞ友達（notｦﾀ）から

子供の写真付きの年賀状がきたんですけど

旦那さんに目がそっくりでウケました。

実はその旦那さんっていうのが

あたしがｦﾀになる前に追っかけてたﾊﾞﾝﾄﾞのﾒﾝﾊﾞｰなんです。

その友達とは追っかけ仲間だったんですけど

まさか結婚するとは思わなかった。

でもすごくいい人だし、

旦那さんもすごくいい人だから

付き合ってるって聞いた時はすごく嬉しかった。

なんか最近どこかで聞いたんですけど

ﾌｧﾝ第一号と結婚したﾀﾚﾝﾄさん（高橋一也さんかなぁ）も

いるぐらいだから

案外忠義もﾌｧﾝと結婚するかもしれないし。

まぁ、あたしは長州小力なんで無理なんですけど。（笑

それに出会ってもいないし。（笑

いつか出会いとかあるんですかねぇ。（笑

あって欲しいですねぇ。

小力ですけどいいですか???
あ。よくないですよね???（←

でもあたしの努力も報われて欲しい。

と思う女子が巷には大勢いるわけでー。

まぁ、まぁ、エイト魂で近くに忠義が来ても名前すら

呼べないﾁｷﾝですから報われるほど

努力してるとも思えないんですけど。（笑

なんせ小力ですから〜

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.01.02 Sat お留守番気分もぶっ飛び。

大倉担まひるですけどもー。

京セラ、お留守番組だったあたしに

Mariさん（＠忠義）から大阪土産がたんまりと届き

びっくりしました。（笑

ありがたくいただきたいと思います。

（↑ズ。

ﾎﾝﾄにﾎﾝﾄにありがとうございます。

まひるたそ、ﾟ+｡ﾟ★感··(ﾉ)ﾟ∀ﾟ(ヾ)··激★ﾟ｡+ﾟでございます。

ヽ(´Д`；)ﾉｱｩｱ...
最初ﾊﾟﾊﾟﾝに届いたどこぞのみかんかと思いましたよ。（笑

（↑失礼。

忠義と一緒であたしとﾊﾟﾊﾟﾝの名前は一文字違いなので。

何気、毎日毎日仕事してるから

手がｶﾞｻｶﾞｻ。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ苦手なんだけど塗らずにはいられない。

ってそんなこと言ってたら主婦の人に怒られそうだけど。（笑

つーかあたし、富士通の を使ってるんだけど

最初に画面に特大の∞の文字が出てくるので

を立ち上げるたびにﾃﾝｿﾝMAX
単純でｽﾏｿ。

なんかいつもiTunesで曲聴きながら やるんだけど

急☆上☆Show!!が２００回ぐらいﾘﾋﾟってて自分ｷﾓｲんですけど。（笑

すでにIwishが６０回ぐらいﾘﾋﾟってますけど何か???
暇児か???



そういや、年末にｦﾀ誌を買ってきて

１度も袋開けてないんですけど···｡(ﾉд-｡)ｸｽﾝ

チラ見ぐらいしろよ って話ですよね???
もう全然忙しくてﾌﾞﾛｸﾞ書くのでいっぱいいっぱいです。

つーかﾌﾞﾛｸﾞは書くんですねって感じなんですけど。（笑

もっそい私信＞＞

ゆいﾁｬﾝ（＠忠義）もしここ見てたら携帯にﾒｰﾙください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
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JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/501/
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2010.01.04 Mon 感謝の心。

大倉担まひるですけどもー。

やっと明日休みだぁー。

１週間がこんなに長いと思ったのは久々だ。

たぶん明日、寝て終わりなんだろうなぁ。（笑

もうすっごい疲れてるもん。

しかも来週で６連ﾁｬﾝが終わるかと思ったら

再来週まで続くかもです。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
結局１ヶ月近く６連ﾁｬﾝですか???
((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
しんどいです。

お友達につよさんのｿﾛｱﾙﾊﾞﾑをﾀﾞﾋﾞって

いただきまして今、聴きながらﾊﾟｿやってます。

ﾏｼﾞありがたいです。

ありがとうございます

すっごくつよさんﾜｰﾙﾄﾞがｽﾃｷです♥

ｸﾞﾊ。

なんか最近こうしてお友達に助けてもらって

いることが非常に多いのでﾎﾝﾄに有難いなぁって思います。

あたしなんてただ駄ﾌﾞﾛｸﾞ書いてるだけなのに。

∞ﾌﾞｯｸ見ました

なんか今回ﾍﾟｰｼﾞ数が少なかったけど

でもなんか凧あげしてる忠義が仕事人にしか見えなかった。（笑

まだ全部は読んでないんだけどね。

なんせ月末のｦﾀ誌にさえ手をつけてない人ですからね。



今夜見ようかなぁって思ってます。

まひるたそ、恐るべしですよ。

あ。そだ。ｶｳｺﾝもまだ全部見てないから見たいし。

紅白のNYC boysも録画したから見たいし。

なのに東方神起も嵐も録画してないってゆーね

非常に残念なあたし。

NYC boysは健人くんが見たかっただけなんだけど。

なんかたぶんNYCﾒｲﾝなんだろうなぁって予測はつくけど。

なんかだって１２月６日の少ｸﾗで安倉に「健人」って呼んでもらってて

(　；∀；) ｶﾝﾄﾞｰｼﾀしたもん。

健人くんとの絡み???
まさかここで見れるとは思わなかったよ。

まぁ、安倉が食いついていたのは玉ﾁｬﾝだったんだけどね。（笑

まぁ、いいや。あたしも玉ﾁｬﾝ好きだし。

もっそい私信＞＞

ゆいﾁｬﾝ（＠忠義）ここ見てたら携帯にﾒｰﾙください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：中島健人

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2010.01.05 Tue 欲張りなあたし。

大倉担まひるですけどもー。

なんか次、ただﾁｬﾝに会えるのっていつだろう。

考えたら夏に会ったのが最後だもんなぁ。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
年に１回しか会えなかった年なんて

今まで初めて。

だから今年は少しでも頑張って会いたい。

まぁ、休みが取れればの話ですけども。（笑

でも忠義に会えなくてもあたしはこうして忠義のことを

好きで居られるし、全然気持ちに揺らぎがない。

なんかﾃﾝｼｮﾝとが下がったりしないんだよね。

ずっとずっと同じﾃﾝｼｮﾝで忠義のことを

想っていられる。

これってすごく大切なことだと思うんだよね。

気持ちにﾌﾞﾚがないって。

それだけ忠義のことを大切に思ってるってことだと

思うし、いつも雑誌やWebでも

忠義から見る。

そこで忠義からﾊﾟﾜｰもらってるし、

また会える時まで頑張ろうって思える。

思わせてくれる。

それに去年は自分の気持ちの中でｾｰﾌﾞかけてる部分もあった。

夏魂の東京ﾄﾞｰﾑだって京セラだって行こうと思えば行けたけど

結局行かなかった。

なんだろ???
うーん。ｾｰﾌﾞかけてるとは違うなぁ。

なんていうのかなぁ、

ちょっと気持ちにゆとりが欲しかったってゆーか。

なんか欲しいものとかあったし、

ｦﾀがすべてじゃないなって思えたってゆーか。

好きな気持ちに変わりはないけど



なんとなく。

これって口でうまく説明出来ないんだけど。

いや、口じゃないけど。（笑

もうちょっと周りに目をやる余裕とゆーか。

なんか昔みたいにいろんなﾗｲﾌﾞ行ったりもしたいなぁとか

思ったし。

それは今年も変わらないかなぁ。

韓国に旅行にも行きたいし。

なんかやりたいこと欲しいものたくさんあるのは

変わらないなぁ。（笑

時間があれば韓国語教室に行きたいなぁってのもあるし。

結局なんでもかんでもで欲張りなんだよね。（笑

あ。年賀状がまだ届いてない方もいらっしゃるかと

思いますが必ず出しますのでしばしお待ちを。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.01.06 Wed ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｲﾌﾞのDVD譲ります。

大倉担まひるですけどもー。

突然ですが

super juniorのPREMIUM LIVE IN JAPANのDVDを

４０００円＋送料でお譲り致します。

初回盤の未開封で特典のﾌｧｲﾙもつけます。

ﾀﾞﾌﾞって買ってしまったので

困っています。

欲しいって方いらっしゃったら右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑから

ﾒｰﾙください。

（↑ちなみにこれです。

ﾎﾝﾄまぬけですみません。

で。やっと

SUPER JUNIOR MのCDも届きました。



これなんですがMの曲にﾊｽﾞﾚがないとゆーあたしの見解。

なんでだろ???
ﾒｲﾝは中国語なのになぁ。

ﾄﾞﾝﾍが異常にｶｯｺｲｲ♥

たぶん基本、ﾄﾞﾝﾍがﾀｲﾌﾟなんだろうなぁ。（笑

あ。でも１番はﾋﾁｮﾙで２番目はｲﾄｩｸで３番目がｳﾆｮｸだけどね。（笑

全然ﾄﾞﾝﾍかすってないじゃん???って話ですよね。

うーん。うーん。

なんだろ???
とにかくﾄﾞﾝﾍが好きなんだって。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：韓流♪
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2010.01.07 Thu 暇児ですか???

大倉担まひるですけどもー。

何気ﾒｰﾙの返信も滞ってる日々ですが

こんなことをやってます。（笑

Image009.jpg

（↑すっげぇ。苦戦したからもう作りません。（笑

ﾎﾝﾄはお友達の分も大量に作ろうと思ったのですが

思ったより苦戦したので

相方と自分の分だけ。（ｽﾏｿ。

と昨日は仕事から帰ってきてこれ作ってたんですねぇ。

案外暇児です。（笑

気が向いたらまた作ります。（笑

いやいや、また怒涛の６連ﾁｬﾝが始まったんですけど。

たぶん来週もです。

死んだう。

何気に明日休みだと思ってたもん。

どんまい。あたし。

昨日のKAT-TUNの特番のゆっちが面白すぎて。

特にその後のｶﾂｶﾂがそれの未公開の部分で。

すっげぇ、ﾁｷﾝでｳｹる。

なんであんなに緊張するし、ﾍﾀﾚだし。



ﾏｼﾞ面白すぎるんですけど。

なんかあたし、結構ゆっちみたいなﾀｲﾌﾟ好き。

でもじゅんののﾀｯﾌﾟに溺死しましたけども何か???
ﾏｼﾞかっけー。

そしてあたしの仁ﾁｬﾝの苦手なとこ。

人見知りしてﾃﾝｿﾝもっそい低くなるとこ。

そこだけは仁ﾁｬﾝの苦手な部分なんだよね。

嫌いじゃないんだけどね。

なんか

え???

って声を大にして言いたくなっちゃうのよ。（笑

なのに今日の東ｽﾎﾟの夕刊の一面にでかく仁ﾁｬﾝの女子とお戯れの写真

載ってたけど。

あーぁ。

って中を見るのも怖くてやめたけど。

あー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞
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2010.01.08 Fri 拝みてぇー。

大倉担まひるですけどもー。

もう３日でﾊﾞﾃﾊﾞﾃですけどもー。

まだ来週も続くもんなぁ。

まぁ、余計なことやってたからですけどね。

しかも今日、午前中、 だったし。

もう７時ぐらいから起きてたし。

寝たの３時ぐらいだったけど

今、全然眠くない。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
しかもすっごい疲れてるのに。

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
で、いきなり眠りのｽｲｯﾁ入ったりするんだよね。（笑

それ逃すと全然眠れないし。

そうそう、今、山梨で「未成年」の再放送がやってて。

なんとなーく覚えてるんだけど

あゆの顔が違う···｡

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
他の人はそんなに顔変わってないのになぁ。

あたしの好きな河相我聞さんとかいしだ壱成さんとか

出ててウハウハなんですけど。

あたし、このﾄﾞﾗﾏのﾋﾞﾃﾞｵ見て我聞さん好きになったんだもん。

壱成さんはいつぐらいだろ???
あんまり記憶にないや。（笑

でもたぶんこのぐらいの時期だと思うんだよね。

そうそう、BANDAGEの公式ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ買った。

なんとなーくｲﾒｰｼﾞは出来る感じ。

なんか仁ﾁｬﾝがTｼｬﾂ１枚でﾋﾞｰﾁｸが。（笑

ちょっと照れた瞬間でした。

なんかあたしってﾎﾝﾄうぶよね???（笑



（↑自分で言うな。

もうだって忠義の上半身裸でご飯３杯はいけるもん

えぇ。えぇ。

ｶﾚﾝﾀﾞｰは未だに忠義上半身裸のやつですけども。

で、たまにﾁﾗ見してｸｸっ♥ってなってるの。

（↑重症。

あぁーぁ。ｶｳｺﾝの時脱いだんでしょ???
見たかったなぁ。

生裸。

そうそう見れるもんじゃないからね。

大倉忠義様のﾎﾟﾆｮの調子のいい時じゃないと

見れないからねぇ。

最近はだいぶ締まったﾎﾞﾃﾞｰをされてるようなので。

ｶﾚﾝﾀﾞｰが楽しみですね。

また世界の果てまでイッテQなんだろうなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.01.10 Sun ｴｲﾄﾒﾝが更に飛躍の年になりますように。

大倉担まひるですけどもー。

今日、職場で３時間ぐらいずっと電話かかってきてて

出るとFAXなの。

そのFAX、事務所に流されるはずなんだけど

事務所がお休みだから店舗に電話がﾊﾞﾝﾊﾞﾝにかかってきてて

はぁ???とか思ったもん。

５分おきぐらいにかけてきてて。

つーか1時間もFAX流れないんだったら

電話してこいよと思った頃、やっと

電話かかってきてFAXが流れないんですけどぉー。

あなたは３時間も何してたんですか???って思ったもん。

さすがにｷﾚそうになった。

全然仕事にならないし。

頭おかしいんじゃないの???って思ったし。

で、仕事から帰ってきたらすっごいモモが鳴くからたぶん留守だなぁと

思ったらやっぱり留守で。

しかも何もご飯なくて。

買いに出るのも今更だし。

とりあえず、今、お風呂入れてるんで

お風呂が先。

あ。ｸﾞﾘﾑｽが育ちました。



なんか今度は赤い団子です。（笑

すごく毒々しくない???
まぁ、可愛いんですけど。（笑

相変わらず仕事の時はﾏｽｸﾏﾝです。

よく「風邪???」って聞かれるんですけど

「予防です。」って。（笑

そのおかげか全然。

一時期風邪か???と思われる症状もあったんだけど

特に何もなく済んだし。

もう無駄に休み使いたくないから

ﾏｼﾞ今ｼｰｽﾞﾝは過敏になってる。

そうそう、近くにたい焼き専門店が出来たんだけど

そこの白いﾓﾁﾓﾁのたい焼きにｶｽﾀｰﾄﾞがもっそいうまいんですけど。

なんか用事があってそっちの方向に行ったから試しに

買ってみたんだけどﾏｼﾞｳﾏｽ

病み付きになりそう。

あ。まだｦﾀ誌買いに行ってないのね。

休みの日に行こうと思ってるんだけど

なんかｦﾀ誌ってﾎﾝﾄに楽しみ〜

なんかひとつでもｴｲﾄﾒﾝのこと新しく知れると思うとワクワク。

だってさ、ｵﾘｽﾀで（当時はｵﾘｺﾝｽﾀｲﾙ

忠義が京セラﾄﾞｰﾑをﾊﾞｯｸに写真撮ってて



いつかここでやれたらいいなって言ってて

その夢いつか叶うといいなって思ってたら

今じゃ、当たり前のように出来ちゃうわけでしょ???
すごいなぁって思うよ。

確実に着実に夢を叶えつつあるんだもん。

なんかﾎﾝﾄ少しづつでいいと思うの。

SMAPがそうであったように。

嵐がそうであったように。

１０年とかかかって大きく成長してくれたらさ。

昨日の嵐のﾄﾞﾗﾏ見てて

いつかエイトもあんな風に揃って全国放送でﾄﾞﾗﾏ出来たらいいなって思ったし。

そのためにはあたし達eighterも頑張らないとね。

また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.01.11 Mon なんであんなにかっこいいんだ???

大倉担まひるですけどもー。

もう肩がｷﾞﾁｷﾞﾁ。

やっと明日お休みなのに明日 らしい。

そんなわけで帰りにｦﾀ誌を買ってきました。

でもとりあえず最初に見たのがｵﾘｽﾀの忠義の裸体。(*´ｪ｀*)ﾎﾟｯ
ﾏｼﾞで痩せてる。

すげぇ、ｶｯｺｲｲんですけど

だいたいまだｶｳｺﾝの録画したやつ見てないし。

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ﾏｼﾞ疲れてて無理

肩がｶﾞﾁｶﾞﾁで上がらないもん。

首も回らないし。

もう３週間だもんなぁ。

週１休みになってから。

とりあえず来週で週１休みが終わるんだけど

やりだしたらｷﾘがなく

再来週も金曜日人居ないんだよね。

でも出ます とは言わない。

出てって言われたら出るけど。

（↑出るんだぁー。（笑

そろそろ体も限界。

でも忠義の裸体見て元気になった。（笑

あれは絶対生で見るべきだ。

もうだって忠義のこと好きになってから

１度も生で裸体を見たことがなくて。

なんか最初の頃、絶対すっごいｷｽﾏｰｸとかついてるんだろうなぁとか

思ってた。（爆笑

まさか体に自信がなかっただけだったなんて。（笑

大倉忠義に限ってあり得ないと思ってた。（笑

でもだんだん団子三兄弟の体がﾈﾀ化されてきて

なんか妙に安心したっけ。（笑



あ。昨日、追加して記事書こうと思ってたのに

疲れて寝てもうた。

ｽﾏｿ。

最近ちょっとだけ眠れるｺﾂがつかめてきてて。

それは単に疲れてるだけかもだけど。

だから何もしない日はやっぱり眠れないわけで。

って今すっごい眠いんですけど。

相方の空（＠章大）にQP送った。

今日、届いたらしく喜んでくれたが

あれ、結構作りが雑で。

よくよく見ると胸のﾎﾟｹｯﾄもないし。

あれが限界なんです。

あたし、そんなに器用な方じゃなくて。（笑

今更何言っちゃってるんだ???って話ですけども。

あ。でも服飾学校卒なんですけど。（笑

人より器用だけど器用な人の集まりの中に

入ったら全然って感じで。

だから学校辞めようかと思ったこともあるし。

あたしは縫うこととか絵を描くことは得意だけど

ﾃﾞｻﾞｲﾝの発想とか凡人だし、

学校の勉強の中でも得て不得手なことってあるわけじゃない???
そんなこと言っててﾌﾞﾛｸﾞのﾃﾝﾌﾟﾚ自分で作ってるんですけど。（笑

でもｲﾗｽﾄとか描くの苦手だし。

なんかどっちかと言うと油絵とか水彩画とかが得意なのね。

今は時間なくて全然描いてる暇ないんだけど。

また時間出来たら忠義の絵でも描いてみたいと思います。

随分描いてないんで自信ないんですけど。

あ。そうそう、今日の高校ｻｯｶｰ、全国大会、山梨の高校が優勝したんですよ。

山梨学院大学付属高校なんですけど。

初出場で優勝とかすごくないですか???
なんかもっそいｻｯｶｰ大好きなおばさんが職場の近くの

ｺﾝﾋﾞﾆで働いていてお昼ご飯買いに行ったら



「働いてる場合じゃない。」って言ってました。（笑

ちなみに試合の時間帯はもっそいお客さんが少なくて。

みんな見てるんだろうなぁって。

そんなわけで山梨が揺れた１日でした。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2010.01.12 Tue ﾓﾀﾞﾓﾀﾞ生活。

大倉担まひるですけどもー。

いつもの癖で朝７時ぐらいには目が覚めてたんだけど

疲れをとるために昼の１２時までﾍﾞｯﾄﾞの中で

ﾓﾀﾞﾓﾀﾞしてました。

おかげで肩こりもだいぶ取れたし、

体が軽い。

いや、身は重いんですけど。（笑

で、外見たら 降ってました。

でもそんなに部屋の中は寒くなく

普通にﾋｰﾀｰつけてｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞしてました。

で、１５時から「未成年」の再放送見て

またﾍﾞｯﾄﾞの中でﾓﾀﾞﾓﾀﾞして夕飯食べて今です。

結局１日ﾍﾞｯﾄﾞの中でﾓﾀﾞﾓﾀﾞしてたような。

夕方、ﾁｮｰ眠かったし。

そんなわけでまたｦﾀｦﾀしたことは何もせず

ｸﾞｳﾀﾗ過ごしました。

もう全然疲れていてそんな余裕とか全くないんだもん。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
また明日から仕事かと思うと身が引き締まる思いだね。

思いね。思い。

ﾎﾝﾄの身はダボダボですから

今年は京都に行けたらいいなと思ってます。

忠義や丸ﾁｬﾝゆかりの地へ行きたいなと。

そうだ。京都へ行こう。ですよ。

VIVA京都。

そんなわけで今年は無駄使いをいしないが目標です。



眠いので寝ます。

たぶん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.01.15 Fri ﾗｼﾞｵ三昧。

大倉担まひるですけどもー。

寒くて肩がｶﾞﾁｶﾞﾁ。

全身筋肉痛も酷いし。

とりあえず薬飲んだ。

体が痛すぎて眠れそうになかったから。

只今ﾚｺﾒﾝを聴きながら書いています。

その前にKAT-TUNｽﾀｲﾙを聴いてたんですけど

聖もじゅんのすも親知らずが生えてるんだねぇ。

聖は１本抜いたみたいだけど。

あたしも４本生えてて２本抜いたんですけど。

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
１本は全然痛くなかったんだけど

もう１本抜いた時が痛すぎて痛み止め飲んでも効かなくて

１日に２度歯医者に行ったぐらいで。

相当ですよね???

（↑ｽﾄﾗｯﾌﾟにしました。



（↑BANDAGE関連。

なんかCDが昨日届いて昨日からずっと聴いてます。

大阪太郎の虎さんﾊﾞｰｼﾞｮﾝも初めて聴いた。

なんか年末にまたやるみたいなこと言ってたから

楽しみにしてたんだけどやっぱり今年も健在ですか???
K太郎さんが僕達村上さん派なんでって言ってたのがもっそい

面白かった。

ヨコﾁｬﾏ負けないで。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.01.15 Fri 博貴のこれからについて。

大倉担まひるですけどもー。

疲れすぎて眠れません

別に明日昼から仕事だから５時ぐらいまでに眠れればいいんだけど。

そんなもんです。（笑

さーて。

いつBANDAGE観に行くかなぁ。

来週からまた金曜日のお休みがもらえると思うので

少し時間に余裕が出来ると思うんだよね。

それでもやりたいことたくさんあるんだけど。

まず部屋の掃除をしたい。

さすがにお正月からﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙの山と化してるので

それを片付けてｶｳｺﾝの録画したやつ見て。

あ。明日の「ﾔﾏﾄﾅﾃﾞｼｺ七変化」帰ってきてすぐ見れば見れるんだけど

きっと体が(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙだから

まずお風呂に入りたいんだけど

そしたらﾄﾞﾗﾏが見れない···｡(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
どうしましょ。

ところでみなさんに聞きたいのですが

博貴がエイトとNEWSを去って数年が経ちました。

もう博貴がエイトやNEWSに戻れないことを諦めてる方も

諦めてない方もいらっしゃると思います。

それで戻ってきて欲しいとゆー署名活動をしてる方たちが

いらっしゃいます。

みなさんは署名に参加したいと思いますか???
やっぱり無理だと諦めていますか???
あたしの気持ちの中では半々なんですよね。

戻ってきて欲しいけどもう無理なんじゃないかって。

もし、署名したいとゆー方が多かったら



ｻｲﾄ載せます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2010.01.17 Sun 博貴の署名お願いします。

大倉担まひるですけどもー。

もう事務所の方針としても博貴をエイトやNEWSに戻すことないと

してきましたよね???
でもやれること全部やってみてから

諦めるのも悪くはないと思いませんか???
ﾏｶﾞで回ってきたんですけど

署名１万人集まれば登録されｼﾞｬﾆｰｽﾞ事務所に

提出されるそうです。

SMAPの草なぎくんもここでﾌｧﾝの方が署名集めて

復帰しています。

２０１０年５月１８日までにあと３６３０人の署名が必要です

eighterじゃなくてもNEWS担じゃなくてもいいです。

博貴がまたｸﾞﾙｰﾌﾟで活動出来たらいいなって思って

くださる方だったら誰でも結構です。

＊手順＊

?ここに接続。

?今すぐ署名する

?氏名（ﾆｯｸﾈｰﾑ可）

?署名するにﾁｪｯｸ

?ｺﾒﾝﾄ(荒らし、中傷以外なら何でもいいです。気持ちを書いてください

?確認する

?署名する

こんな感じの手順です。

少しでも博貴に戻ってきて欲しいと思う方は

ぜひ協力してください。

で、昨日、ﾔﾏﾄﾅﾃﾞｼｺ七変化見たんですけど

http://www.shomei.tv/mobile/project.php?pid=1080


まだ第１話目とゆーことで特に。(笑
印象としてはﾉﾌﾞﾀと花男を足して２で割ったような感じかなぁって。

２話目以降を期待です。

でも久々に見た博貴はやっぱり博貴だなぁって

思いました。

全然昔と変わってなくてなぜか裏ｼﾞｬﾆの全身タイツのﾛｹを

思い出しました。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.01.17 Sun 民放で主演が夢。

大倉担まひるですけどもー。

下のｴﾝﾄﾘｰの博貴の署名は携帯からお願いします。

なんかﾊﾟｿからは出来ないみたいです。

書き忘れてすみません。

明日行けばお休みだぁー

しかも金曜日もちゃんとお休みです♥

たぶん···｡(笑
もうﾎﾝﾄに疲れちゃって。

さすがに月に４日しか休みがないとしんどいね。

とりあえず火曜日は爆睡で、金曜日は自分の時間に使いたいと

思います。

なんかまだ見てないDVDが多すぎて。

なんか職場で韓国ﾄﾞﾗﾏの話になって同僚は今、ｷﾑｻﾑｽﾝにハマってるらしく。

あたしは見たことないんだけど

あたしが１番好きだったのは「ﾌﾙﾊｳｽ」だって話したら

爆笑。

なんか韓国ﾄﾞﾗﾏのちょっと雑な作りが面白いよね???
みたいな話になって。(笑
しばし談笑。

何気最近嵐づいてるんだよなぁ。

ｴｲﾄより断然見てるもんなぁ。

あ。でも０号室の客は見たよ。

むらかみんがﾁﾝﾋﾟﾗなのにいい人過ぎてｳｹる。

０号室の客のDVD予約したいんだけど

その前にROMESのDVDの詳細が出てくれないと

予約出来ないんですけど。



とりあえずROMES優先。

あ。そういえばまた仕事人ってやるらしいね。

また聖出るんだろうか???
なんか藤田まことさんが体調悪くて仕事お休みしてたんだけど

主水で復帰って聞いたから。

なんかこんな長いｼﾘｰｽﾞになるならやっぱり源太ﾁｬﾝが死んだのは

ｼｮｯｸだ。

まぁ、でも次の忠義の目標は民放での主演かなぁ。

今年はどんなﾄﾞﾗﾏやってくれるんだろう。

次回が楽しみ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.01.18 Mon 働きました。(ｼｭﾀｯ。

大倉担まひるですけどもー。

ふぅ。やっと明日お休みです。

長かった。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
手なんてｶﾞｯｻｶﾞｻだし、肩こりもﾊﾟﾈｪし、

腰痛は今日はﾏｼ。

しかもﾏｽｸを安いやつ買ったら呼吸するたび

鼻にまとわりついて呼吸が苦しいんだけど

同僚に「何ｽｰｽｰ言ってるの???」って言われて

それが自分的にﾂﾎﾞに入ってしまって

爆笑した。

いや、だって通常の倍ぐらいの力で

呼吸してるんだよ。

ﾁｮｰ鼻息荒いっつーの。(笑

そういや明後日のｱﾝｱﾝに翔ﾁｬﾏのおﾇｰﾄﾞが載るとか。

松潤の時みたいに激しい感じじゃないらしいんだけど

上半身裸でちょっと半ｹﾂありみたいな感じらしい。

即効、買いに行きますけど何か???
なで肩ﾏﾝのなで肩具合を見てやろうじゃない。

そこですか???(笑
おﾇｰﾄﾞと言えばあたし的にﾀｰｻﾞﾝのやまぴーの

上半身裸はｲﾔだったなぁ。

ﾁｮｰ胸がモリモリしてて。

最近ちょっとモリモリ具合が落ち着いたよね???
あの当時は d(d´Д｀●)ﾟ+｡絶好調｡+ﾟだったからね。

ｿﾌﾄなﾎﾞﾃﾞｨｰﾋﾞﾙﾀﾞｰぐらいあったよね???（笑

いやだー。いやだー。

と駄々をこねたぐらい。

今日は夜更かししてｦﾀ誌でも読もうかなぁと。



もしくはｶｳｺﾝを見る。

もしくは亀ﾁｬﾝが出たはなまるｶﾌｪを見る。

なんかでも最近あんまり亀ﾁｬﾝにご興味が···｡(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
どっちかと言えばたぐっちょ、もしくは中丸押し。

昔は亀ﾁｬﾝ大好きだったのに。(笑

そういや、ﾃﾝﾌﾟﾚを作り直したんだけど

ヒナﾁｬﾝB.Dﾘﾇなのにｸﾞﾘｰﾝって···｡

いやちょっと待て自分 って思ったけど

自分のｸﾞﾘｰﾝへの愛は溢れんばかりに放出されるんですもん。

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
緑のもの見るだけで癒されてしまうとゆーか。

(↑重症。

えぇ。えぇ。

最近はオオクマのたっくんとお友達にもらったｹｱﾍﾞｱの緑色のぬいぐるみと

緑色のiPodを抱きながら寝てますけど何か???
きもいですか???
まぁ、朝起きると８割方、２体にﾍﾞｯﾄﾞを占領されてるんですけども。

あたしは壁にﾍﾟﾀって張り付いて寝てますけど何か???
あ。あと水夢くんもいます。

ただﾁｬﾝ、お気に入りの水夢くん。

ぐはっ。

あ。そういえばｱﾘｰﾅ３７℃の特別版みたいなやつ

発売日忘れたけどそれの表紙がｴｲﾄだって。

あたし、昔、ｱﾘｰﾅ３７℃買ってたー。(笑
ﾊﾞﾝﾄﾞ娘だった時。

なんかそれの特別版みたいなやつだから値段もちょっと

お高いらしい。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ﾉ_·｡)
でも本格的な音楽雑誌って滅多に買わないから

楽しみ〜♥

買ってもｵﾘｽﾀとか月刊SONGSとかぐらいだし。

ぐはっ。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.01.19 Tue ｶﾞﾝ寝。

大倉担まひるですけどもー。

今日はお昼に一端起きて

いいとものﾃﾚﾌｫﾝｼｮｯｷﾝｸﾞを見ました。

ちなみにあたしの大好きな遠藤雄弥くんでした。

なんかいつも３枚目の役が多いんですが

やっぱり普通に見るとｶｯｺｲｲ。

ｲｹﾒｿである。

で、その後、猛烈に眠くなり、

未成年を見ずに爆睡。

夕方にやってるﾌﾞﾗｯﾃﾞｨ·ﾏﾝﾃﾞｲも見れなかったもん。

ﾎﾝﾄ、さっきなの。起きたの。

職場からの電話をﾏﾏﾝからの電話だと思い、ちょっと無愛想気味に

出たことは反省。（笑

完璧寝ぼけてました。

恥ずかしい···｡

結局夕べも宿題くん見て寝ちゃったし、

疲れてたんだなぁと思って。

ちなみに職場からは明日も休んでいいよってゆー電話で

有難す。

連休なんていつ以来???
もしかして夏以来???
((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
あ。そうでもなかった。

木曜日のｼﾌﾄ外された時は

木金が連休だった。

だから１２月ぐらいだ。

あの頃は休みと言えばﾊﾞｲﾄ探すの必死で

休みっぽくなかったしなぁ。



ちなみにｼﾌﾄ外されたのが店長の嫌がらせって知った時は

ﾎﾝﾄに仕事辞めようかと思ったもん。

どこまで性格悪いの???
って思ったし。

でも結局店長の異動が決まり、新しい店長がｼﾌﾄ直してくれて

今があるってゆーね。

まぁ、新しい店長って先輩なんだけど。

良かった。

新しい土地から来る場合もあるけど

あたし人見知りするから先輩が店長になってくれて良かったよ。

予告通り今日は爆睡しました。

明日はヲタごとでも出来たらいいなぁ。

また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.01.19 Tue ROMESDVD-BOX発売日決定。

大倉担まひるですけどもー。

ROMESのDVD-BOXが５月１２日に発売決定しましたね。

あたしは早速予約しました。

もうこれが決定しないと他のもの

何も買えないので決まって安心しました。

でも５月ってﾗｲﾌﾞとかないのかなぁ。

ちょっと不安なんですけど。

頑張って節約しなくちゃ。

眠いのでこれだけですが

失礼致します。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.01.20 Wed 痩せてる男達。

大倉担まひるですけどもー。

只今、お風呂を入れてます。

お風呂待ちです。

前にお風呂の温度設定が４２度になってて

それだと熱いし、４１度じゃ物足りないと書いたことが

あるんですけど

ヨコも４２度の設定になってると知り、

じゃあ、４２度で と決意した

まひるたそなのでした。

でもたぶん４１．５度って設定も出来ることを知った

ｵﾊﾞｶﾁﾝなのでした。

いいです。４２度で。

もうだって今日、有閑倶楽部の再放送見て

ﾃﾝｿﾝ駄々上がりなんですもん

３話目だったんですけど

あたしの大好きなｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞﾚｽ版清四郎だったんですもん。

ヨコﾁｬﾝ、肌綺麗ー♥

しかもそれで殺陣ですよ。

目潰しを食らわそうとするヨコﾁｬﾝ。

ｽﾃｷすぎゆ。

ヨコﾁｬﾝってちょっとアホなコも（BY「拝啓、父上様」の時夫役

ﾊﾏﾘ役だと思ったけど天才役ももっそいﾊﾏﾘ役だと思う。

みろくよりもあたしは断然清四郎。

でも性格いいのはみろくだと思う。（笑

だって途中ちょっと金と地位に目がくらむじゃん???
清四郎。

あれはびっくりしたわー。

でもみろくVS清四郎が見れたのは良かったなぁ。

あれは萌えﾎﾟｲﾝﾂ満載ですよ。

鼻息荒くﾌｶﾞﾌｶﾞしてしまいそうですが。



ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝにｶｳｺﾝの様子が載ってたんだけど

そこに上半身裸の忠義も写ってたのね。

ｶｯｺｲｲ♥

なんか髪型とかもちゃんとわかったし、

ｽﾃﾁすぎゆ。

すっげ、痩せてるし。

髪型もｶｯｺｲｲし、顔はもちろんｲｹﾒｿだし。

文句のつけようがない１２０％の大倉忠義。

あ。お風呂入ってきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516


JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：横山裕

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/1768/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.01.21 Thu 走魂。

大倉担まひるですけどもー。

ﾏｽｸを変えたのに未だにはぁはぁしちゃうまひるたそです。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
ﾏｼﾞ、過呼吸にならないかと思うぐらい。

で、周りの人に聞いたら作業してるとはぁはぁなりますよ。

と言われ、一安心。

良かった。ただの変態かとｵﾓﾀ。

で、帰りにいいもの発見。

（↑走魂とﾛｰｿﾝのｺﾗﾎﾞﾊﾟﾝ。

いや、山梨、走魂やってないけどね。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
もう発見したらｳｷｰって勝手になってたけどね。（笑

ﾃﾝｿﾝ駄々上がり

走魂、放送してくれ活動しようかなぁ。

とりあえずﾎﾝﾄに放送されてないか調べて

放送してなかったら活動起こしてみよう。

ﾔｯﾍﾞｰ。

肩こりがﾊﾟﾈｪ。

なんかﾊﾟﾊﾟﾝがまた風邪ひいてるみたいで。



つーか年に何回ひくの???ってぐらいひいてる。

ﾏｽｸしとけ。ﾏｽｸを。

あたしなんて外出する時は完全防備だから

しかも加湿器も完備してるし。

まぁ、それでも風邪ひくときゃひくんですけどねぇ。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.01.22 Fri 結局仕事になりました。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ

大倉担まひるですけどもー。

はなまるｶﾌｪ見てました。

仁ﾁｬﾝがいつになく普通に話していたので

あたしの好きな仁ﾁｬﾝだぁー と思って

ﾃﾝｼｮﾝMAXです

でも髪は短めの方が好きです。

面倒でもｾｯﾄしてください。（笑

午前中に 行こうかと思ったのですが

ﾏﾏﾝが何も寒い時間に行かなくても···｡

って言うので午後から行こうと思います。

でも早めに行かないと有閑倶楽部の再放送もしくは

ｷﾑｻﾑｽﾝが見れないので早く行って早く帰って来ようと思います。

後、欲しい本があって···｡

今日は買いに行ってられないけど

明日ヲタ誌と一緒に買いに行こうかなぁって。

それと掃除もしたくて。

もう１ヶ月近く放置だったので

雑誌とﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙの山でいっぱい。

何気にやることいっぱいってゆーね。

火水って寝て過ごした分ね。

あたしの希望としては春はNEWS魂があって夏にｴｲﾄ魂があるといいなぁって。

忠義にだいぶ会えないのは寂しいがお金に余裕が欲しい。

でも今年の２４時間TV、ｴｲﾄって噂もあるしなぁ。

なんか目標がないと頑張れません。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
次いつ忠義にｴｲﾄに会えるってゆー保障がないと頑張れません。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
でも春だと短期間にﾗｲﾌﾞが集中するから仕事もあんまり休めないし。



うーん。微妙。

なんか最近すっかり関ﾊﾟﾆも見てないなぁ。

あの世界辛いものﾌｪｽﾃｨﾊﾞｰﾙ以来見てないよ。

ゆっくり見れるかなぁとか思ってたんだけど

今、職場から電話があって今日、仕事になりました。

まぁ、１８時から３時間だけなんですけど。

なんか言われるような気がしてたんだよなぁ。

明らかに人足りてなかったもん。

特に金曜日。

３時間だけど往復の時間入れたら４時間だし。

まぁ、ﾌﾞｽﾅ子に間に合うからいいけど。

あぁ、休みたかった。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.01.25 Mon 女子と絡みのない大倉忠義の裸ｼｮｯﾄﾌﾟﾘｰｽﾞ。

大倉担まひるですけどもー。

結局火曜日も仕事になり、

６連ﾁｬﾝ続投中です。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
一応水曜日に代休くれることになってるんで

また金曜日に電話さえなければ週休２日。

久々の。（笑

もう２ヶ月目ですからね。

６連ﾁｬﾝも。

まだ後２日残ってるんだけど

すでに朝起きるのがしんどいもん。

休みたいなぁって思うもん。

まぁ、後２日頑張りますよ。

そんなわけでまだ左目さんを見てないんですよ。

ｽﾅｺﾁｬﾝは見たんですけど。

大政絢ﾁｬﾝってすごく綺麗だよね。

あたしは絢ﾁｬﾝみたいな顔の子好きだなぁ。

迫力美人さんってゆーか。

また博貴がｶｯｺｲｲんだ。

ちょいｸｰﾙめなとこがｽﾃｷ。

でも髪はもう少し長い方が好きかなぁ。

ﾄﾞﾗﾏのために泣く泣く切ったとか。

（↑大げさ???
まぁ、とりあえず楽しみかなぁ。

まだﾊﾏる程でもない感じなので。

あたし的、ﾄﾞﾗﾏで見るﾋﾞｽﾞの良い男。

メイちゃんの執事の水嶋ﾋﾛ。

もしくはROMESの大倉忠義。

この２人はﾎﾝﾄに最高だったね。



めっちゃ、ｶｯｺｲｲなんてもんじゃない。

もう見てて妊娠しそうだったもん。

ﾎﾝﾄﾀﾊﾞｲね。

単なるあたしの男の趣味話なだけなんですけど。（笑

今でも忘れないのが成嶋の裸の背中のｼｮｯﾄ。

あれはｶｯｺｲｲ。

やっぱ背中の綺麗な男の人って魅力的だよね。

そしてｺﾝﾋﾞﾆで翔ﾁｬﾏがｴﾛｲ目線で買って♥と言ってくるが

とりあえず本屋でお取り置き頼んであるので

ヲタ誌と一緒に買いに行こうと思ってるんだけど

あの翔ﾁｬﾏの表情は見たことない櫻井翔だよね???
大倉忠義さんにもこうゆう話回ってこないかなぁと

ひそかに思ってるんですけど。

女子と絡みのない裸のｼｮｯﾄの仕事。（笑

ﾏﾏﾝに雑誌をなんとかしろと言われたんだけど

さて切り取るんですが

どこまで切り取っていいか。

とりあえずｼﾞｬﾆｰｽﾞは全部かなぁ。

で、KAT-TUNとNEWSとｴｲﾄとB.I.Shadowだけﾌｧｲﾙして

他は譲るかｴｲﾄと交換かなぁ。

ヲタ誌１４年分かぁ。

嵐はどうしようかなぁ???
やっぱりﾌｧｲﾙか。

嵐はねぇ、結成前の切り抜きがﾀﾞﾌﾞってるやつとか

もっそいあるの。

特に相葉ﾁｬﾝ。

ヲタ友の中で切り抜きの交換してたから

ﾀﾞﾌﾞってるけど持ってますみたいなやつが

いっぱいあって。

とりあえずﾌｧｲﾙをたくさん買ってこなくちゃ。

うわー。暇じゃないと出来ないことだわ。



今、貧乏暇なしなんですけど。

あ。あとｽﾃｷ俳優さんの切り抜きもしたいので

それもﾌｧｲﾙ買わなくちゃ。

とりあえずTV誌から手をつけて。

たぐちぇさんの雑誌初登場から途中まではﾌｧｲﾙしてあるけど。（笑

ほぼ９０％仁ﾁｬﾝと一緒。（笑

一時期ｼﾝﾒだったしね。

懐かしい。

仁亀ｺﾝﾋﾞが好きだったけど

たぐっちぇのｼﾝﾒは仁ﾁｬﾝが好きだった。

今でも仁ﾁｬﾝとたぐっちぇﾛｹは萌える♥

そろそろ寝ますか。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.01.26 Tue ヒナﾁｬﾝ２８歳おめれと。

HAPPY BIRTHDAY
SHINGO MURAKAMI

28th!!!!

ヒナﾁｬﾝ、２８歳おめでとう。

なんかヒナﾁｬﾝももう２８歳なんだなぁと思うと

びっくりです。

１５歳ぐらいの時から見てるから

お兄ちゃんみたいな存在に感じます。

最初はﾔﾝ毛を伸ばしててえぇぇぇぇぇぇぇえーって思ったけど

すっかり大人の男性になりましたね。

ヒナﾁｬﾝのすごいとこはイヤな仕事でも

イヤな顔ひとつせず受け入れてやってく姿です。

それをﾊﾞﾌﾞｰﾝｱﾀｯｸで勉強しました。

裸にｵｰﾊﾞｰｵｰﾙという姿で仕事に行ったという

伝説もありましたね。

そんなヒナﾁｬﾝも含め、すべてのヒナﾁｬﾝが

大好きです。

ﾗｲﾌﾞですごくﾌｧﾝｻしてる姿を見ます。

それだけヒナﾁｬﾝの感謝の気持ちを

感じます。

これからもずっとずっと大人で

ｴｲﾄのｵｶﾝで居てくださいね。

ﾋﾞｼﾊﾞｼ突っ込みの方もお願いします。

そして舞台頑張ってください。

ヒナﾁｬﾝの２８歳という年が幸せなものに

なりますように。



2010.1.26　福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.01.26 Tue 関ｼﾞｬﾆ∞の子でしょ???と言われたい。

大倉担まひるですけどもー。

明日行ったらお休みだぁー。

でもまたすぐ仕事なんだよなぁ。

１週間ぐらいﾏｯﾀﾘ休みたい。

風邪でもひかない限り無理だな。（笑

風邪もひきたくないんですけど。（笑

ﾏｽｸﾏﾝのおかげでたいした風邪もひかずに

無事にやってます。

そういや、年が明けてから動画の忠義を

見ていません。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
とにかく忙しすぎてﾌﾞﾛｸﾞは日課なので

とりあえず書いてますが

他のことする時間が全くないってゆーね。

漫喫とか行きたいんだけどなぁ。

BANDAGEも観に行きたいし。

今週のお休み起きれたら何か始めよう。

ヲタ誌は明日出来たら買いに行きたい。

明日早番だから１８時には終わるし。

なのでそろそろ寝ないとならないんですが

呑気にﾌﾞﾛｸﾞ書いてます。

なんか漫喫って落ち着くので

すっごいﾌﾞﾛｸﾞも進みますし、

あたし的に気分転換になるわけですよ。

メイちゃんの執事も読みたいし。

読みたい漫画もたくさんあるんですよ。

ｳﾞｧｲﾊﾟｲｱ騎士とか。

ﾎﾝﾄは買いたいぐらいなんですが

なんせ極貧。

それなら漫喫です♥

ﾊﾟｿが壊れてる時はよく行ってたんですよねぇ。



午前中から６時間ﾊﾟｯｸでとか。（笑

それが全然飽きないんですよねぇ。

たぶん近々漫喫行くな。（笑

エイトのDVD持ってて流しながら

ﾊﾟｿやったりしたいな。

もうこれは予告だね。

あ。そういや、エンタの枠が春から嵐の番組に変わるそうで。

嵐すげぇなぁ。

いくつ冠番組持ってるんだよって話ですよねぇ。

エイトもわけて欲しいぐらいで。

まさかあたしの中で嵐がこんなに人気出るとか

思ってもなくて。

で、今週末の情熱大陸が斗真たんです♥

忘れずに録画しないと。

なんかすっかり俳優さんの顔だよねぇ。

でもあたし的に斗真たんってﾓﾃﾞﾙとか歌とかやって欲しいなぁと

思うわけで。

何でも出来る子、生田くんなのですよ。

知名度で言ったらたぶん大倉忠義より生田斗真だよね???
悔しいけど。

関ｼﾞｬﾆ∞の大倉忠義と言われるより

大倉忠義と聞いたら関ｼﾞｬﾆ∞の子でしょ???
って言われるようになって欲しいもん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.01.26 Tue 細ﾏｯﾁｮ。

大倉担まひるですけどもー。

予告通り、ヲタ誌を買って帰って参りました。

でも１番最初に見たのはｱﾝｱﾝの櫻井翔ですけども。（笑

何???あの表情とかﾎﾞﾃﾞｰとか。

ﾔﾊﾞｸね???
なんか今まで櫻井翔にエロさとか感じたこととか

なかったけどちょっと見方変わったよね。

ありがとう。ｱﾝｱﾝよ。

こうゆうのを大倉忠義にも求むんですけど何か???
そしたらもっともっとﾌｧﾝが増える♥

ｵﾌｧｰよろしこ。

ここ数日あたしがFM富士に行った話を３回ぐらいしてるんですけど。（笑

ちなみに山梨の本社の方ね。

何って櫻井翔を観に行った話です。（笑

あたしの職場、最近嵐を好きになった男女が多くて

あたしが翔ﾁｬﾏを観に行ったのが３年ぐらい前なんだけど

職場で誰もその当時翔ﾁｬﾏがFM富士に来たことを知らなくて

何度も説明させられて。（笑

ちなみにどんなんだったかと言うと

だいたい１人１５秒ぐらい流れながら見れるとゆー設定で

あたしは手でさりげなくハートを作って

翔ﾁｬﾏに微笑みをもらったとゆーね。（笑

ｽﾃｷでした。

ｴｲﾄﾒﾝもこないかなぁ。

とその当時から言ってました。

ｴｲﾄﾒﾝだったらﾊﾘｷﾘ隊でﾎﾞｰﾄﾞ持ってくけどなぁ。

（↑結構本気。（笑

そうそう、最近あんまりﾄﾓｺﾚやってなくて



久々にやってヒナﾁｬﾝの部屋に行ったらｷﾚられた。（笑

で、すばるがあたしに満足してないらしく

離婚も近いのか???
あたし的にはそこそこすばるで満足してるみたいだけど。（笑

そしてあたしが頻繁に「たっくん、だいすき。」って言ってるので

ぶっ飛ばそうとか思ってますけど何か???
まぁ、あたしが教えたんですけどね。（笑

じゃ、ご飯食べてきます。

また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.01.26 Tue 支えあえる関係でありたい。

大倉担まひるですけどもー。

今日、何回更新するんだ???
ってぐらい更新してますけど···｡

だって出来れば月に３０更新は超えたいのよ。

今月ちょっと書いてない日が多かったんで

今日は挽回のﾁｬﾝｽよ。

ちょうど暇だし。（笑

なんか朝もっそい眠かったんだけど

今は全然。

相変わらず夜型人間です。

まぁ、今日３時間ぐらいしか寝てないしね。

でも夜になるとちゃ〜らへっちゃら〜になっちゃうんだよね。

夜型人間＋不眠症だからね。

最悪ｺﾝﾋﾞ。

なんか弟が体調悪くて

近所の病院じゃお手上げで

明日大きな病院で精密検査をするらしいんだけど

なんか大きな病気じゃなければいいなぁと思ってます。

弟は時々大きな病気をするんです。

だから心配。

通風だし。

あたしなんて鬱病だけど

ほぼ健康だもんなぁ。

最近すこぶる快調。

さすがにﾊﾞｲﾄ探ししてる時は精神的に参ってたけど。



で。お友達からまたﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄが送られてきましたー。

去年誕生日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄもらった時に

忠義の写真でｶﾚﾝﾀﾞｰ作ってくださったんですけど

今回もｶﾚﾝﾀﾞｰ３枚作ってくださって

おまけに忠義の写真の入ったｽﾄﾗｯﾌﾟも作ってくださって

あたしはﾎﾝﾄに何もしてないので

申し訳ないぐらいで。

いつか何かでお礼したいと思います。

あたしは幸せ者です♥

ﾎﾝﾄにありがとうございます。

もう最近すごく人に良くしてもらってるので

自分ももっと人に優しく親切にならないとなぁって

感謝の気持ちでいっぱいです。

あたしの忠義への想い。

好きだけど世界中の誰よりも大倉忠義のこと愛してるけど

でもあたしのすべてではない。

それだけの女になりたくないから。

もっと自分磨きとかも必要だなぁって思うし、

大倉担だと胸張って言える人間になりたい。

ただ好き好きじゃなくて

その好きってﾊﾟﾜｰを何かの役に立てたい。

そして忠義の力に少しでもなれるﾌｧﾝで居たい。

語りだしたらキリがないけど

忠義だけが原動力っていう風になりたくないってゆーか。

忠義とお互いが支えあえる関係でありたいと思う。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.01.28 Thu 昨日はふて寝。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は予想通り爆睡。

１６時半ぐらいまで寝てた。

その後ﾏﾏﾝとｹﾝｶしてもっそい気分悪く

ふて寝。

明日から、ヲタ誌以外を少しづつ片付けていこうと思って。

もう雑誌がいっぱいすぎてどうにもこうにも。

なんかそのことでﾏﾏﾝとｹﾝｶになったの。（笑

２部屋も使うなとか言われて。

あたし的には３部屋もあるんだから２部屋使ったって

いいじゃんって言ったらｹﾝｶになって。

まぁ、あたし的には譲る気持ちはないんですけど

でもとりあえず少し部屋片付けようと思って。

譲らないけどちょっと反省の色を見せる。（笑

まぁ、引っ越すっていう話も出てるんで

それもあって片付けようかなぁって。

（↑ｵﾙﾄﾛｽの犬。

なんかでもDVDとか買ってもなかなか見る機会ってないんだよね。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
全然時間に余裕がなくて。

ﾎﾝﾄは明日漫喫に行きたいなぁって思ってたんだけどね。（笑



３部屋あって１部屋がﾒｲﾝで寝起きしてる部屋で

もう１部屋が洋服とｸﾞｯｽﾞと雑誌なのね。

で、１部屋が空いてて。

２部屋も使うなとか言ってて

２部屋目にﾏﾏﾝの洋服ﾀﾞﾝｽが２個もあるんだよー。

で、自分の服出すのに邪魔だから２部屋も使うなって

言う意味なんだけど。

ｸﾞｯｽﾞのこともｺﾞﾐって言うし。

そりゃﾏﾏﾝから見たらｺﾞﾐかもしれないけど

あたしには宝の山なんですけど。

それにしても疲れた。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
爆睡すると疲れ取れるけど

次の日の仕事がしんどい。

足腰ﾊﾟﾝﾊﾟﾝになるもん。

そう、それでM誌のｼﾞｭﾆｱのﾗﾝｷﾝｸﾞのﾍﾟｰｼﾞ見たら

健人くんがすっごい人気なことを知って

びっくりしました。

なんかｼﾞｭﾆｱとかだったらｷｽﾏｲとかの方が

全然人気なのかと思ってた。

やっぱM誌とかは若い子が読むからかなぁ。

うーん。なんだろ。

で、ｼﾞｭﾆｱｶﾚﾝﾀﾞｰを買うかもっそい悩んでるんですけど。

健人くんがいっぱい載ってるなら欲しいなぁと

思って。

ぐふ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.01.29 Fri 努力家さんが好きです。

大倉担まひるですけどもー。

今日、起きたのが１４時２０分で

それから用事済ませて帰ってきたのが

１５時半。

そんなわけで部屋の掃除を断念しました。（笑

はい。すみません。

ただめんどくさくなっただけです。

だって廊下でやらなくちゃならなくて寒いんですもん。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
ですもん。ですもん。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ

で、本屋にｱﾘｰﾅ３７℃ｽﾍﾟｼｬﾙを買いに行ったら

これを発見してしまいまして。

ﾏｲｶﾞｰﾙ好きなあたしとしては見逃せなかった。

まぁ、ちょっとお高かったんですけど。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
それともうひとつ。



ﾏｲﾊﾞｰｽﾃﾞｰﾌﾞｯｸです。

忠義と自分の分を買いました。

これも何気にお高くてｴｲﾄﾒﾝ分揃えたかったんだけど

断念。

半額ぐらいだったら良かったのに。（笑

（↑ズの人。

そう、それで思うのがｴｲﾄﾒﾝってすごく地元大切にしてるでしょ???
それは全然かまわないのよ。

当然のことだし。

でも関西のﾌｧﾝを特別にするのはちょっと悲しい。

あたしだって関ｼﾞｬﾆ∞結成前から応援してたし、

東京からﾗｲﾌﾞ行ったり舞台観に行ってたのに。

だから支えていたのは関西のﾌｧﾝだけじゃないことを

知ってもらいたい。

と切実に思うわけで。

あ。これもズですか???（笑

あ。で、ﾏｲﾊﾞｰｽﾃﾞｰﾌﾞｯｸを見てたら

最後の方に５月１６日生まれの有名人のとこに

忠義の名前がー!!!!!
と思うとやっぱり８人分欲しくなるわけで。

で、最初の方に「頭がよく、努力を続ける頑張り屋」って

書いてあった。

当たってる。

あとねぇ、「若い頃から頭角を現すことも」

１０代の後半には大人たちに混じって頭角を現すことも



１０代の後半には大人たちに混じって頭角を現すことも

夢ではなさそう。

当たってる。

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
恐るべしﾏｲﾊﾞｰｽﾃﾞｰﾌﾞｯｸ。

ってまだ自分の分読んでないけど。（笑

で、自分の分を読んでみました。

「孤独を好むがｿｳﾙﾒｲﾄを求む」って

書いてありました。

当たってる〜。

あたし、基本的に一人が好きなんです。

でも心から大切と思える人は欲しい派なんです。（笑

（↑ズですか???（笑

だから一人で活動してることが多くて

買い物とか何かと一人です。

とにかく人を待たせるのが嫌いで

買い物とかで人を待たせるのが苦手です。

だから待ち合わせとかも時間前には待ち合わせ場所にいるし。

ﾃﾍﾍ。
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2010.01.31 Sun 情熱大陸。

大倉担まひるですけどもー。

帰ってきて２時間程ﾏﾏﾝと話をしてた。

この間、ｹﾝｶしたからね。（笑

仲直りですよ。（笑

まぁ、いつもこんな感じです。

昨日、体調悪くて仕事早退して帰ってきて

寝てたんだけど

朝起きたら女の子の日でもないのに

出血してて。

たぶん疲れてたんだろうなぁと思って。

まぁ、今は元気ですけど。（笑

そういや、先週の左目さん見てなくて

今週見たから中山優馬くんが出てたことに驚き。

やっぱりｶｯｺｲｲなと。（笑

あの低音VOICEに弱いんだよねぇ。

大倉担としては。（笑

よく子宮に響くって言うじゃん???
なんかわかるもん。（笑

ﾃﾍﾍ(ﾉ´∀｀*)

で、情熱大陸見た。

今週は待ちに待った斗真たそだったからね。

やっぱりｶｯｺｲｲよね???
ちょっとﾊｰﾌっぽい顔つきとか。

子供の頃とか全然そんな顔つきしてなかったのにね。

しかも性格いいよねぇ。

そこがみんなに愛される理由なんだろうなぁって思うもん。



なんか斗真たそを見続けてきたあたしとしては

今の斗真たその成功をすごく嬉しく思う。

やっぱり神様は見てるんだよ。

ちゃんと努力してる人のこと。

あたしも頑張ろう。

なんかﾏﾏﾝと話してすっきりしたし。

よっしゃー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.02.01 Mon 大倉忠義の髪型は何でもいい派。

大倉担まひるですけどもー。

日付は変わり、２月になりました。

あっという間の１ヶ月でした。

早いねぇ。

もう２０１０年になって１ヶ月が過ぎたんだもん。

あたしは仕事三昧の１ヶ月でした。

仕事を辞めるとか駄々をこねてた日がｳｿのようです。（笑

まぁ、別に駄々をこねてたわけじゃないけど。

うーん。

でもまだ時々転職しようかなぁって考える時はあるよ。

ﾃﾞｺとかﾈｲﾙとかの勉強して仕事にしたいなぁとか

考えるし。

なんか自宅でｺﾂｺﾂとした仕事がしたいなぁって

最近思うようになって。

まぁ、ますます引きこもりたいって意味ですけど。（笑

どんだけ〜???

そういえば丸ﾁｬﾝだっけ???
２月はエイトが雑誌にいっぱい載るって言ってたのって。

何???
何で???
何かあるの???
それがずっと気になってて。

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

あと忠義の髪型が変わったとゆう噂もあるし。

短髪黒髪とまたﾔｷｿﾊﾞﾏﾝになったってゆー２つの噂。

あたし的にはｶｳｺﾝの時の髪型が好きだったのに。

ﾎﾝﾄのとこはどうなんだろう。

早く知りたいー。



うーん。

でも基本忠義の髪型に失敗とかってなくて

どの大倉忠義も好きなんだけど。（笑

だってもっそい男前なんでずぼん♥

(ﾉ∀｀)♥

全然関係ないですけど

今日のBGMはシドです。

何気にﾋﾞｼﾞｭｱﾙ系って昔、全然ﾀﾞﾒで。

見た目で。（笑

黒夢とﾗﾙｸはありだったけど。

それが最近むしろ好きで。（笑

もうｼﾞｬﾆｰｽﾞという爽やかなものが好きだったからね。

そのくせｺﾞｽﾛﾘとか好きで。（笑

何???って感じでしょ???
もうだからみんな「三原ミツカズさん」の漫画読んで。

ｺﾞｽってるから。

きゃいきゃい。(○´艸`)♥

追記にｺﾒﾚｽ

Tomomiさん（＠忠義）
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2010.02.01 Mon それはいつの話ですか???

大倉担まひるですけどもー。

が降ってます。

しかも結構。

しかもうちの愛犬モモは空気が読めず、

めちゃくちゃ飛びついてきます。

雪でびしょびしょに濡れた足で。（笑

ｺﾞﾙｧ━━━━━━(ﾟДﾟ)━━━━━━ !!!!!

今日、ｺｰﾄﾞﾌﾞﾙｰを見ててのﾏﾏﾝとの会話。

ﾏﾏﾝ「最近、山下くんって顔変わったよね???
いくつになったの???」
まひる「２４歳。え???顔変わった???
そうかなぁ。」

ﾏﾏﾝ「白虎隊から。」

まひる「失笑」

まひる「白虎隊って３〜４年ぐらい前じゃなかったっけ???」
ﾏﾏﾝ「あぁ。そっか。」

ﾏﾏﾝ、そりゃ顔変わるよ。

いつから山下智久を見てないのさ。

ﾏﾏﾝの天然ぶりに失笑してしまったじゃないの

ど天然なんですけど。

まぁ、めちゃくちゃ面白かったからいいんですけど。

ﾀﾊﾞｲ。

昨日の情熱大陸２度見しちゃった。

寝る前にまた見た。（笑



だってｶｯｺｲｲんですもん。

死ぬかとｵﾓﾀよ。

久々に出た。

キュン死。

ﾜｯｸｽ小栗とﾊﾞｶ笑いしてる姿がもっそい好き。

なんか斗真も友達多いけど小栗ｱﾝも友達多くね???
俳優仲間みたいなやつ。

なんかちょいちょい情熱大陸見てると出てくる気がする。

ﾔｯﾍﾞ。

ぼーっとしてたら２３時半まわってる。

そんなわけで一端締め。

ｺﾒﾝﾄ、Webﾊﾟﾁいつもありがとうございます。

只今多忙につきｺﾒﾚｽお休みしてます。

すみません。

なるべく時間みつけて早めにｺﾒﾚｽしたいと

思ってますのでしばしお待ちを。

ﾒｰﾙもお気軽にどぞ。

右側の下の方にﾒｰﾙﾌｫｰﾑがあるので

そこからどぞ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.02.02 Tue 大倉忠義さんと結婚したいです。（キモ

大倉担まひるですけどもー。

あたしも忠義と一緒ー。

ﾊﾟｿで文章書く方が早いから好き。

携帯だともっそいもたつく。

だからﾌﾞﾛｸﾞの長文を携帯から打ったことはないのよ。

で、毎日ﾌﾞﾛｸﾞをﾊﾟｿから書くから更に早くなるし。（笑

と言ってもすごい早いわけじゃないんだけど。

一応誤字脱字がないか確認しながら打ってるからね。

それでも時々誤字脱字はあるけど。（笑

にゃはは。その時は普通にｽﾙｰしてください。

ところでこのﾌﾞﾛｸﾞの最初の頃の文章を見るとひどい。

ｲﾝﾁｷ関西弁は出るわ、言葉使いは荒いわで

とにかくひどい。

なので古い記事を読まれる方はｲﾗっとするかもしれませんが

若気の至りだと思って覚悟して読んでください。

当時は人に読まれてるっていう感覚はなく

ただただ自分の日記だと思ってました。

やっぱり簡単な気持ちでﾌﾞﾛｸﾞは始めるもんじゃないなぁって

反省の念でいっぱいです。

実は今、すっごい眠く、うとうとしながらこれ書いてます。（笑

たぶん１０分ぐらい放置しておけば完璧に寝てしまう

自信MAXです。

いつ後ろに転ばないかと思いながら書いてます。

それは確実にﾍﾞｯﾄﾞの角に頭ぶつけますけど。

そうそう、最近ﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝのお友達の息子さんが

ひどい鬱病で自殺されて亡くなったそうです。



なのであたしの心配をされてるようですが

あたしはちゃ〜ら〜へっちゃら〜です。

そこまでひどくないし、この世の中に未練ﾀﾗﾀﾗなので

死ねません。

ただﾁｬﾝと結婚するまでは。（←逝け。

ただﾁｬﾝと結婚出来るわけがないので

あたしはたぶん寿命を全うすると思います。（笑

って暗い話をしてしまってすみません。

でもやっぱり怖いですよ。

鬱病ながら仕事してますから

いつｽﾄﾚｽで鬱がひどくならないかとか思いますもん。

高校の時、春休みにﾊﾞｲﾄが結構連ﾁｬﾝで続いたら

鬱が再発しましたもん。

だから今でも仕事連ﾁｬﾝで入ると怖いです。

ご飯食べてきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.02.03 Wed MJに乾杯。

大倉担まひるですけどもー。

昨日はざっくりと早く寝ました。

で、今日は仕事を１時間早く早退して 行ってきました。

しかも混んでなかったのでざっくり早く帰ってこれました。

ざっくざくです。

そうそう、映画館で見れなかったので

買ってしもた。

見ました。

なんかあたしの年代から見るとｽｷｬﾝﾀﾞﾙの多い人だったから

そんな印象が強くて。

でもｼﾞｬﾆｰｽﾞｼﾞｭﾆｱがﾏｲｹﾙの曲ｶﾊﾞｰしてたの見て

それでCDﾚﾝﾀﾙして聴いた覚えはある。

で、亡くなってからPVもたくさん見たし、

すごく好きになったから映画も見たかったんだけど

結局行けなかったからDVDを買いました。

やっぱﾏｲｹﾙってすごい人なんだなぁって改めて思いました。

曲の１つ１つの細かい部分まで頭や体に染み付いてて

頭の回転は速いし、すごく細かい演出までこだわってて。

それにたくさんの人に愛されてて

みんなが尊敬している。

それだけ偉大な人だったんだなぁって改めて知りました。



すごくｼﾞｬﾆｰｽﾞのﾀﾚﾝﾄさんに影響与えた人だなぁって思うし。

ますます大好きになった。

で、今日、お友達からただﾁｬﾝの写真が届きました。

ありがとうございます。

なんかﾎﾝﾄ、お友達のみなさんにはお世話になりっぱなしで。

一応、お礼とか考えてるんですけど

なかなか忙しくて何も出来ず···｡

みなさん、気を長くして待っててくださいね。

必ずお礼しますんで。

しばしお待ちを。

なんかあたしはただ忠義のことが好きで

ｴｲﾄのことが好きで自己満足なﾌﾞﾛｸﾞを書いてるだけなのに

すごく周りに親切にしていただいてて。

なんか言葉に詰まります。

ﾎﾝﾄにお礼の言葉を述べても述べきれないぐらいで。

ありがたすです。

また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.02.04 Thu 関ﾊﾟﾆがぁー···｡

大倉担まひるですけどもー。

えぇ。

最近はSuGにﾊﾏってるまひるたそです。

ちなみにﾋﾞｼﾞｭｱﾙ系ﾊﾞﾝﾄﾞです。

エイトが表紙のｱﾘｰﾅ３７℃ｽﾍﾟｼｬﾙにも載ってるんで

お時間ある時、見てください。

暇そうにしてますけど今日も仕事ですよー。

お昼からなんでﾏﾀｰﾘしてますけど。

まぁ、水曜以外はこんな感じです。

水曜だけ早番なのでﾊﾞﾀﾊﾞﾀですけど。

で、なんで遅番ばっかなのかというと

あたしが夜眠れなくて朝起きれないので

わざと遅番ばっかにしてもらってるんです。

そのおかげで夜ゆっくり出来るんですけど。

どんなに朝早く起きても夜眠れないんですもん。

つーか昨日の関ﾊﾟﾆ、時間変更があったの知らなくて

途中で切れちゃいました。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
一応ﾘｱで見てたんでまぁ、いっかぁって感じです。

忠義とヨコﾁｬﾝのやりとりがもっそい面白かったです。

忠義の髪型がｶﾜｲｺﾁｬﾝだったんでなんでも許す。

じゃ、仕事行ってきまーす。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥



pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.02.05 Fri 下ﾊﾓだから···｡

大倉担まひるですけどもー。

ただﾁｬﾝの写真が増えたのでｱﾙﾊﾞﾑを買いに行かなくちゃー。

ﾌｧﾐﾏで無印のやつをいつも買ってるんだけど

写真なるべく買わないようにしてるのに

どうも欲しくなっちゃうんだよねぇ。

もうただﾁｬﾝの写真だけでｱﾙﾊﾞﾑ１０冊以上。

これでも買わないようにしてきたの。

一時期ﾎﾝﾄ買ってなかったからね。

それでもやっぱり溜まるのよ。

ｱﾊﾊﾝ。

なんかKAT-TUNｽﾀｲﾙを聴いてるんですが

じゅんのがﾔﾏﾄﾅﾃﾞｼｺの話をしてて内がって博貴の話を

しきりにしてていやぁ、嬉しい。

じゅんのと博貴と言えば

がんばっていきまっしょい繋がり。

博貴の代役をしたのがじゅんのでしたね。

あとJ２０００繋がり。

初めてJ２０００が結成されて千葉の幕張で試合した時、

あたし、まだ相葉担で相葉ﾁｬﾝとにのが

助っ人として出るから行くと思い勝ちでしょ???
違うんだなぁ。

亀ﾁｬﾝ見たくて行ったんだなぁ。（笑

ﾃﾍﾍ。

で、今はﾚｺﾒﾝを聴いてるんですが

ヒナﾁｬﾝに電話してヒナﾁｬﾝの誕生日ﾊﾟｰﾁｰの話になって

ｶﾗｵｹでヒナﾁｬﾝが歌う時にｴｲﾄﾒﾝを指名したんだけど

２回に渡って大倉くんが指名されずもっそい凹んでたって話が

めっちゃ面白かった。



大倉くんが「俺、下ﾊﾓだから指名されへんのかなぁ。」とつぶやいて

いたとか。（爆笑

それをヒナﾁｬﾝは全然覚えてなかったとか。

ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

あ。そういや、ずっと「ちょんまげぷりん」のことｽﾙｰしてて

ｺﾞﾒﾝね。

亮ﾁｬﾝの初主演映画。

内容はあらすじを読んだけど忘れた。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
なんか最近夜見たものは忘れる主義。（笑

あとヨコのｿﾛｺﾝ第３弾。

なんかあるって噂があったからなんとなくー。

明日、１５時まで仕事なんだよー。

明日店長が出張で昼間人が足りないってことで

出てくれと言われー。

結局出る羽目に。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.02.07 Sun たった今、仕事から帰還。

大倉担まひるですけどもー。

今日、ｺｰﾋｰ飲んだら胃が痛くて。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
で、今日、あたしﾚｼﾞ締めをしないで早く帰ってきたんだけど

現金があわなかったらしくて

職場まで戻ったの。

で、２３時半までﾁｪｯｸしたんだけど

結局−９００円出てて。

まぁ、結局原因わからず帰ってきたんだけど。

なんかそんなわけで気分がすっきりしないまま帰宅。

お腹が張って気持ち悪いです。

まだ今週のﾚﾝｼﾞｬｰ読んでません。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
と言うことに昨日気づいた。（笑

eighter失格ですか???
だって木曜からずっと仕事なんですもん。

ﾁｪｷﾗｯﾁｮする余裕が全くなくて。

ｺﾒﾚｽも随分溜めてるし。

お急ぎの方、絡み希望の方はﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑは右側の下の方にあります。

ｺﾒﾚｽよりは早くお返事出来ると思います。

また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.02.08 Mon 子豚ｽｰﾂが懐かしい。

大倉担まひるですけどもー。

お風呂入ってきた。

そんなわけでﾎﾟｯｶﾎﾟｶなのだ。

昨日は追い炊きがつかなくてぬるめのお湯に

浸かってたから全然体温まらなくて

寒くてしばらくﾋｰﾀｰつけたままﾍﾞｯﾄﾞの中に

入ってたもん。

あぁ。まだヲタ誌買ってねぇー。

休みの日に買いに行こうー。

欲しい本もあるし。

BANDAGEの原作本。

あとﾏｲﾊﾞｰｽﾃﾞｰﾌﾞｯｸも少しづつｴｲﾄﾒﾝ揃えていきたいし。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ﾉ_·｡)
また爪が深爪だ。

最近気をつけていたのに

久々にやっちゃった感が。

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

なんかところでBANDAGE観に行った人居ます???
やっぱり人気ですか???
なんかｶﾞﾗｶﾞﾗって噂も聞いたから気になって。

何気ﾚﾃﾞｨｰｽDAYに観に行こうと思ってるんですが無謀ですか???

なんか金曜日は「ﾎﾟﾆｮ、ｿｰｽｹ好き」を途中まで見て

爆睡です。

続きをﾜﾝｾｸﾞで録画したので夜寝る前にでも見ようと思います。



つーかﾎﾟﾆｮは金魚だったのか。

知らなかった。（笑

ﾎﾟﾆｮはﾎﾟﾆｮって生き物だと思ってたよ。（笑

どんだけﾆﾌﾞﾁﾝなんでしょ???（笑

なんか今すごく忠義に逢いたいです。

最近は写真ｶﾞﾝ見なんですけど。（笑

昔のから最近のまで引っ張り出して見てます。

何気SHOCKの子豚ｽｰﾂとか懐かしいし。（笑

今なんて子豚なんて言わせないよねぇ。（笑

大倉忠義、いつ以来のｼｬｰﾌﾟ路線???
あたしが好きになった頃以来???
うきゃ。

あ。誰か「特上ｶﾊﾞﾁ！!」の３話と４話をﾀﾞﾋﾞしてくださる方

探しています。

仕事の都合で録画を失敗して

困っています。

ﾀﾞﾋﾞしてもいいよって方いらしたら

右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。
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2010.02.11 Thu 忠義と過ごせないﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝなんて意味がないんだ。

大倉担まひるですけどもー。

ｻﾎﾞﾀｰｼﾞｭしてすみません

なんか時間があると雑誌の片付けをしてまして。

これが全然片付かないんだ。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
昨日でやっと１ﾒｰﾄﾙぐらいの山をひとつ片付けた。

すっごい豆みたいに写ってるやつとかも買ってたりするから

YO!ﾁｪｷﾗｯﾁｮしないとならなくて

ﾌｧｯｼｮﾝ誌はそこだけだから３０秒ぐらいで

終わるんだけど

TV誌とかは５分ぐらいかかる。

で、お疲れでして。

そんなわけでｻﾎﾞﾀｰｼﾞｭしてました。（笑

なんか書くことも浮かばなかったし。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ

つーかもうすぐﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝだね。

忠義と一緒に過ごしたいなぁ。

そんな夢のような話あるわけないない。

ちなみに今年も普通に仕事で職場で義理ﾁｮｺ配るぐらい???
平凡な１日です。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
むしろﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝなんて要りません。

ただﾁｬﾝと過ごせないんだったら。

とか乙女拒否宣言してもいいですか???
ｴｸﾞｴｸﾞ(ﾉ_·｡)
ただよっちゃーん。
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2010.02.12 Fri ちょい好きなんて···｡

大倉担まひるですけどもー。

今日、小雨の降る中 に行ってきました。

すっごい寒くて帰ってきて寒気が止まらない。

特に足。

とりあえず２階のﾘﾋﾞﾝｸﾞのこたつに

足突っ込んでみた。（笑

ちょっと緩和。

今日は寒くて雑誌の片付けが出来ないなぁ。

なんせ廊下でやってるもんで。（笑

BUT今日１８時から仕事になりました。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
３時間なんで全然問題ﾅｯｼﾝｸﾞなんですけど

だけど何???
この金曜日の仕事率???
ちゃんと休んだことなんて滅多にないよ。

元々金曜日ってｼﾌﾄが薄くて

店長が休むと仕事が回らないｼﾌﾄなのね。

それなのに店長が結構休むのよー。（笑

別に今の店長嫌いじゃないからいいんだけど。

前の店長だったら絶対仕事代わりに出ない。

むしろ店からの電話に出ない。（笑

そのぐらい嫌いだったんだって。

まぁ、向こうもそう思ってただろうけど。（笑

お互い様ってことで。（笑

なんかそういや、今週、関ﾊﾟﾆ見てないや。

通りで忠義見てないはずだよ。



今、かなり恋焦がれてる大倉忠義様なのに。

忠義しか目に入ってこないぐらいなのに。

（↑ﾎﾝﾄはヨコちょとか健人くんとかも好きなのに。（笑

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
いやいや、大倉忠義様一筋でございます。

ヨコちょとか健人くんはちょい好きぐらいなんで。（笑

つーかTVｶﾞｲのヒナﾁｬﾝ、もっそい男前じゃない???
いつもより５割男前増ししてる気がするのは

あたしだけですか???
久々にヒナﾁｬﾝにときめいた。

え???さっき忠義しか目に入らないって言ってませんでしたよね???
気のせいです。

そろそろ仕事に行く準備しますんで。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.02.12 Fri 愛すべき大倉忠義のﾌﾟﾘｹﾂ。

大倉担まひるですけどもー。

ヲタ誌をやっと買ってきたー。

まだ全然見てないけど。

ちなみに今はﾙﾊﾟﾝを見てます。

え???七変化じゃないのかって???
ﾙﾊﾟﾝはあたし大好きなのよねぇ。

何度見ても見ちゃう。

しかも今回のやつ新しいやつだし。

ちなみに次元が大好きなの。

あたしの理想の人なの。

忠義とは全然ﾀｲﾌﾟ違うけど。（笑

うっきゃんきゃん(ﾉ∀｀)♥

そんなわけでﾙﾊﾟﾝも見終わったことだし、

ﾌﾞﾛｸﾞ書くことに集中したいと思います。

そうそう、新しいｼﾞｰﾝｽﾞを買ったんだけど

股上浅いやつ買ったら全然ﾀﾞﾒ。

屈むとお尻がかなり出ちゃう。（笑

あたし考えたらもっそいお尻大きいのよね。

だからTornの忠義みたくなっちゃう。

最近はすっかり忠義も小尻ﾁｬﾝになったっぽいけど

大倉忠義という人はいつまでもﾌﾟﾘｹﾂで居て欲しいと

思うのはあたしのわがままですか???
お尻のﾌﾟﾘﾌﾟﾘした人好きなんだもん。

忠義の魅力の三分の一はﾌﾟﾘｹﾂだと思ってるんですけど。（笑

そんなに割合はﾃﾞｶｲのか???
((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
忠義のﾌﾟﾘｹﾂを枕にして寝るのが夢なんですもん。

忠義のﾌﾟﾘｹﾂを横に振り振りしながら歩いていて欲しい。



それが大倉忠義だから。（笑

なんか「ちょんまげぷりん」の原作が前はﾀｲﾄﾙは違ったらしいんだけど

「ちょんまげぷりん」ってﾀｲﾄﾙで文庫で出たって

聞いて欲しいなぁと思って。

亮ﾁｬﾝのﾌﾟﾘﾝ持ってちょんまげしてる姿が可愛い。

あと斗真表紙の「人間失格」。

さっき本屋から帰ってきたばっかなのに

すっかり忘れてた。

「人間失格」持ってるけど···｡（笑

なんかだって情熱大陸で見た時の「人間失格」すっごい

良かったんだもん。

映画観に行きたいなぁ。

「人間失格」が映像で見れることも嬉しいけど

その主演が斗真ってことで更に嬉しい。

うきゃ♥

あ。今日の徹子の部屋見なくちゃ。

斗真たそだからちゃんと録画したの。

徹子の喋りにはついていけないけど。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：生田斗真

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2010.02.13 Sat 祝★初全国放送冠番組。

大倉担まひるですけどもー。

とりあえず。

関ジャニ∞が4月からテレビ朝日系

「冒険JAPAN！関ジャニ∞MAP（仮）」

(日曜午前9時30分)
初全国放送の冠番組とゆーことで。

昼間ウキウキで仕事に行ったことは

みなさんご存知かと。

エイトさん、おめでとー♥

たぶんｷﾞﾘｷﾞﾘ見れる時間かと。

12時から仕事のため。

とりあえずこれだけ。（笑

すみません。

ﾊﾞﾀﾊﾞﾀしてて。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210


Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.02.14 Sun 忠義、愛してます&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

疲れました。

でも来週の木曜日休みがもらえたので

雑誌の片付けが少し進みそうです。

まだ思ってたよりも進んでないのでﾔﾊﾞｽです。

しかも女の子の日でお腹痛いし。

しかも今日、４日目なのに。

途中で帰りたいって思うぐらいお腹痛かった。

あ。今日はﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝですね。

職場で義理ﾁｮｺ配って終わりですけど。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
寂しい乙女、２６歳。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
２６歳で義理ﾁｮｺだけって寂しいね。

はぁぁん。本命あげる人が羨ましい。

だいたい大倉忠義さんはﾁｮｺ嫌いだしさぁ。

だからってあたしに影響あるわけじゃないんですけど。

でもなんとなく忠義さん宛てに本命ﾁｮｺ作って

捧げて自分で食べたいじゃん???（笑

その楽しさもない。

ｹｰｷ焼く程暇じゃないし。

忠義さんのﾁｮｺ苦手だからの一言で

毎年あたしの心は木っ端微塵ですけどね。（笑

ｶﾞ━━━(||ﾟωﾟ||)━━━ﾝ

もう来年はお菓子の本買ってﾁｮｺじゃなくｹｰｷじゃなく

簡単に作れるもの作ることにするよ。



来年のﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝはお仕事お休みだったらいいなぁ。

そしたらお菓子作って忠義に捧げながら

エイトのDVD見るのに。

理想的なﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝの過ごし方よね???
それはそれは夢のような１日だわ。（笑

そういえばカウコンのｸﾞｯｽﾞの∞のﾗﾒﾗﾒｼｰﾙって

みなさんどこに貼ってます???
あたしはﾊﾟｿｺﾝになんですけど。（笑

どうもﾊﾟｿｺﾝにかなりの愛着があるので

お気に入りで埋め尽くしたい習性があるらしく

ﾗﾒﾗﾒｼｰﾙもﾊﾟｿｺﾝに貼り、ｦﾀ誌にあった中島健人くんのｼｰﾙも

ﾊﾟｿｺﾝに貼ってます。

ﾊﾟｿｺﾝないと生きていけない人間なんで。

今のﾊﾟｿｺﾝは自分で買ったんだけど

前のﾊﾟｿとその前のﾊﾟｿはおばあちゃんに買ってもらったもので。

ﾊﾟｿが壊れた時、ﾎﾝﾄ困ったもん。

２台目のﾊﾟｿが壊れた時は修理に５万かかるって言われて

お金なくて全然修理に出せずに

家の会社のﾊﾟｿを使わせてもらってたんだけど

それの１台目を壊したのもあたしですけども何か???（笑

なので自分のﾊﾟｿを修理出すまで肩身が狭かったんですけど。

なのにﾌﾞﾛｸﾞ始めちゃったからねぇ。

空（＠章大）に誘われて。

ちなみに空のﾌﾞﾛｸﾞはほとんど最近更新してないみたいだけど

あたしのもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞのﾘﾝｸから飛べますので

良かったら足を運んでやってくだせぇ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2010.02.16 Tue ドン引きされても。

大倉担まひるですけどもー。

そうそう、ｦﾀ誌に「大倉忠義をおとすには???」みたいな

質問があったんだけど

なんか忠義さん自体ｶﾞﾝｶﾞﾝに押されると引いてしまうﾀｲﾌﾟらしくー。

どうしたらいいんだー!!!!!

何気にｼｮｯｸを受けたんですけど。

どうか大倉忠義さんがここを見てませんように。（笑

(- -З)ﾅﾓﾅﾓ。
なんか今回のﾃﾝﾌﾟﾚなんて

おおっぴらにI♥ただよしとか書いてるし。

あたしにはここで忠義について熱く語るしか能がないんだから。

今更ドン引きされると言われましてもー。

なんかでもわかる。

あたしもｸﾞｲｸﾞｲこられると引いてしまうﾀｲﾌﾟだけに。（笑

そのくせ自分のPUSHは忘れないってゆーね。

最悪の女ですけども。

要は好きになられるより好きで追っていたいﾀｲﾌﾟなのよ。

そんなんじゃ一生忠義とｶﾎﾟｰになれないじゃん。

（↑なる気なのか???

じゃ、あたしは今日から中島健人くんに心変わりするから。



って言ったら忠義さん惜しくて手放したくなくなってくれるかしら???
だといいんですけどねぇ。

一目ぼれもないってゆーし。

まぁ、一目ぼれされるほど素晴らしいﾋﾞｽﾞは持ち合わせてませんけども。

いいんです。いいんです。

あたしはこれからも面白おかしく忠義に愛を注ぐのです。

ドン引きしたけりゃしてくれ。

なんかそうなると忠義の歴代の彼女とか見てみたくなるわけで。

激しく裏山です。

あんな男前と付き合える美貌と性格が欲しい。

何やら美貌と言う言葉から１番縁遠いとこに居る気がする

大倉担まひるですけどもー。

あーぁ。あんな男前に好きだと言わしめたい。

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱだと思って付き合ってくれないかなぁ。

もうあまりにも２６歳彼氏なしが可哀想すぎて１日だけ付き合ってくれるとか

ないかなぁ。

一緒にｸﾞｰﾌｨｰやぁ。ってやってあげるから。（←上から目線。

謝礼は体でお支払いします。

ついでに思い出に忠義様の遺伝子をもらいます。

忠義にそっくりな男の子を産むのが夢です。

こんなあたしですが忠義さん、見捨てないでください。

追記にｺﾒﾚｽ

Tomomiさん（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

Tomomiさん（＠忠義）

たびたびすみません。

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑは右側の下の方にありますので

探してみてください。

ﾒｰﾙ楽しみに待ってます。
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http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.02.17 Wed ｶｳｺﾝDVD発売ｹﾃｲ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日はお腹痛くて１日寝てたんだけど

甥っ子がまだ小学校低学年なのに

「まひるﾁｬﾝが前ﾓﾝﾊﾝやりたいって言ってたから

貸してあげる〜ぅ。」って言って

置いて帰りました。

たぶん甥っ子的には一緒に遊びたかったんだと思う。

でもあたし真っ暗な部屋で腐のオーラ出して寝てたから。

すっごい悪いことしたなぁと後で反省しました。

そんなわけで今日からﾓﾝﾊﾝﾃﾞﾋﾞｭｰしたいと思います。

狩りに出ます

で、相変わらず女の子の日が終わらないんですけど。

４日目ぐらいから急に酷くなって今日もお腹痛いです。

昨日なんてご飯以外ずっとﾍﾞｯﾄﾞの中だったし。

お腹痛すぎて。

ﾔﾊﾞかった。

今日も山梨は寒くﾔﾊﾞｽです。

早く暖かくならないかなぁ。

またそこでどんだけおﾃﾞﾌﾞったかわかるんですけどもー。

しかも体重計壊れたまんまだし。

新しいやつ買う勇気がない···｡（笑

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

そうそう、

エイトの単独ｶｳｺﾝがDVDで発売になるそうでー。

３月３１日発売

５５００円



初回はﾌﾞｯｸﾚｯﾄとﾊﾟｯｹｰｼﾞが違うそうで。

内容は特に初回と通常で違いはないっぽい。

今回は初回だけでいいかなぁ。

すっかり忘れてました。

ﾔﾊﾞｲ。楽しみが多すぎゆ。

忠義の銀幕ﾃﾞﾋﾞｭｰとか。

にのをﾗｲﾊﾞﾙ視する役とか。

「大奥」楽しみですねぇ。

やっぱりちょんまげしますか???
巷はちょんまげ流行ですね。

逆転大奥ってことはｲｹﾒｿﾊｰﾚﾑってことですか???
楽しみすぎゆ。

いいなぁ。また嵐ﾒﾝとｴｲﾄﾒﾝの共演だ。

最近多いよね???
嵐を餌にｴｲﾄを釣り上げようってゆー目論見なのか???
それはﾅｲｽな心意気だ。

追記にｺﾒﾚｽ

まどかﾁｬﾝ（＠忠義）

Tomomiさん（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

まどかﾁｬﾝ（＠忠義）

ｴｲﾄﾒﾝをｵﾄす方法が載ってる雑誌は

今月のWink Upだよー。

他ﾒﾝも載ってるから見比べてみてみて。

Tomomiさん（＠忠義）

もしかして携帯から見てますか???
携帯からだとﾒｰﾙﾌｫｰﾑを載せてないので

Tomomiさんがｺﾒﾝﾄ載せる時にﾒｱﾄﾞ欄にﾒｱﾄﾞ出して頂けると

あたしからメールします。

Tomomiさんがﾒｱﾄﾞ出してもあたしにしかわからないように

なってるので安心してください。

必ずﾒｱﾄﾞ欄にﾒｱﾄﾞ出すようにしてください。

他のとこに出すと他の方にもわかってしまうので。
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お手数かけてすみません。



2010.02.18 Thu 藤田まことさんのご冥福をお祈り致します。

まひるです。

藤田まことさん亡くなったんですね。

今、TVつけてびっくりしました。

なんかすごく残念なことだけど

でも亡くなる前に忠義やヒナﾁｬﾝが一緒に

お仕事出来たことが幸いだなぁと思いました。

きっと教わることも多かったはず。

でもまた仕事人やるっていう噂もあったから

まさかそんなに体調悪いなんて知らなくて。

確かにﾄﾞﾗﾏを降板したのは知ってたけど。

きっとヒナﾁｬﾝや忠義もｼｮｯｸを受けてることだと思います。

あたしもヒナﾁｬﾝや忠義を通じて藤田まことさんの

お芝居を見れたことが貴重な経験が出来て良かったと

思います。

藤田まことさんのご冥福をお祈り致します。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2010.02.19 Fri ｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞですけど何か???

大倉担まひるですけどもー。

今日は忠義のおじいちゃんの命日だそうで。

亡くなって４年になるのかな???
忠義の口からおじいちゃんの話が出たことも

あったっけ。

きっと天国で忠義の活躍を見守っててくれるよ。

そして忠義ﾊﾟﾊﾟのこともきっと見守っててくれるよ。

いつまでも風化せず思ってくれてる人がいるって

大切なことだなぁと思います。

これからも···｡いつまでも···｡

さてさて。

ｶｳｺﾝのDVD、ｱﾏｿﾞﾝで予約したんだけど

なんか店頭で予約すると先着で特典がつくらしく

でもまだどこのお店でとか発表がなくて

とりあえずｱﾏｿﾞﾝはｷｬﾝｾﾙして急☆上☆昇!!でくじやってた

お店で予約してみたんだけど

なんかもう日付言っただけで関ｼﾞｬﾆ∞ですか???
って言われたからかなり予約入ってるっぽい。

そのお店で特典がつくって決まってるわけじゃないから

どのぐらい予約入ってるかも聞けず。

何???何なの???
この悶々とした感じは。

あ。そう、それで今日はﾓﾝﾊﾝを貸してくれた甥っ子の誕生日で。

暇児だったのでﾌﾟﾘﾝ作ったんですけど

思った程うまく写真が撮れず、なんかｸﾞﾛくなるので

写真は諦めました。（笑

HAPPY BIRTHDAY　TO　甥っ子。（何それ感漂ってますけど。

つーかﾓﾝﾊﾝ貸してくれた甥っ子よりも



記事が忠義のおじいちゃんの方が大きいってどうよ???（笑

で、春馬くんと健くんのDVDを買いました。

まだ見てないけど。

（↑いつものことです。

もうこの２人大好き♥

でもヒロくんと健くんだったらもっと好き♥

で、ﾏｲﾊﾞｰｽﾃﾞｰﾌﾞｯｸ。

本日は章大と亮ﾁｬﾝです。

まだ見てないけど。（笑

（↑いつものことです。

さてあたしは特典がもらえるんでしょうか???



誰か教えてー!!!（絶叫

週に３日も仕事休むとｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞだな。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.02.21 Sun ﾋﾟｺﾋﾟｺﾊﾝﾏｰ。（ドラえもん風

大倉担まひるですけどもー。

昨日、ｶｳｺﾝのDVD予約したお店に

特典ありますか???って聞いたら

大丈夫ですよって。

あとは人数的に間に合ってるかどうかだよね???
うわー。ﾄﾞﾁﾄﾞﾁ。

先着って何人ぐらいだろ???

なんか今日、特にﾈﾀもないんだよね。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
仕事も棚卸ししてたからひたすら数だけ数えてたし。

これ１日やると人としてのｵｰﾗが消えてく。（笑

なんか途中何度か「福原さん、ｵｰﾗ消えてるけど大丈夫???」って

言われたもん。

無事でごわす。

あたし、忍者になれるかしら???（笑

あたし、最近思うもん。

人前に出る仕事よりｵｰﾗ消してる仕事の方があってるんじゃないかって。

まぁ、元々裏方の仕事志望だしね。

でも山梨にない仕事だから今の仕事してるんだけど

鬱が治ったら東京に戻りたいなぁってちょっと思ってる。

元々今の仕事を長く続ける気はないからね。

なんかでも最近転職しようかなぁとか

考えてて将来設計もちゃんと考え直そうかなぁって

思ってる。

まぁ、ゆっくりじっくり考えるよ。

そうそう、３月７日にじいちゃんの３回忌があるらしくー。

でも急に言われたから休めるかも怪しく···｡

とりあえず店長に相談はしたんだけど

４月にももう１人のじいちゃんの３回忌があるのね。



そんなに休めるかなぁ···｡

なんか来年までにはTVも買い換えなくちゃならないし、

ﾌﾞﾙｰﾚｲにしようか迷うし。

でも未だにﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟとかたくさんあるし。

それで今のﾚｺｰﾀﾞｰ買う時にﾋﾞﾃﾞｵもついてるやつにしたんだもん。

ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷも壊れてたからね。

ﾘﾋﾞﾝｸﾞのﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷがかろうじて使えたぐらい???
だからﾘﾋﾞﾝｸﾞでしかｦﾀﾋﾞ鑑賞が出来なかったの。

ﾘﾋﾞﾝｸﾞじゃ、全然落ち着かないし。

まぁ、かと言って最近も特にｦﾀﾋﾞ鑑賞してないんですけど。

最近見たのは「ﾜｯﾊｯﾊｰ」のPVのﾋﾟｺﾋﾟｺﾊﾝﾏｰ。（笑

あの時の忠義、もっそい好きなんですけど。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.02.23 Tue 元ｲｹﾒｿ美容師。

大倉担まひるですけどもー。

宿題くん面白かったぁ。

あのなりきって喋るｺｰﾅｰ面白いよね???
すごろくも面白かったけど少々飽き気味だったんで。

あたし、あんまりお笑い番組とか見ても笑わないんですね。

でもｼﾞｬﾆｰｽﾞだと無条件で笑っちゃうんです。

ﾌｧﾝ心理ですかねぇ。

だから宿題くんとか何度か噴出してました。

せっかく明日休みなのに用事がたんまり。

まず自分の 行って

弟が入院してるからお見舞い行って雑誌片付けて

狩りに出る。

あ。狩りは用事じゃなかったですね。

狩りが全く進んでないんですよ。

甥っ子が説明書持ってきてくれないので

行き詰ってるんです。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ

つーかえぐざいるのTAKAHIROが１ｺ下なのがショックで。

年下かぁ。

でも可愛いよね???
お姉さんほっとけないわ!!!!って感じ。

逆に遊ばれちゃいそうですけどね。

でも歌ってる時の前髪後ろに流してる感じは好きじゃないの。

いつものﾅﾁｭﾗﾙな感じが好き。

で、なんで今、えぐざいるﾈﾀかと言うと

山梨では深夜に先週のみなさんのおかげでしたが再放送されてて

それで食わず嫌いを見てたんですね。

それでTAKAHIROﾈﾀなんです。



明日朝早いんで寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.02.25 Thu いつ見る忠義もｽﾃｷです。

大倉担まひるですけどもー。

今日は頭痛がひどくて。

とりあえず薬飲んだ。

たぶん肩こりとか眼精疲労からきてると思うんだけど。

ﾎﾝﾄ最近ﾌﾞﾛｸﾞお休み気味ですみません

なんか何気に書くﾈﾀがないとゆーか。

ﾎﾝﾄ、こんなにﾈﾀがないことあるんだぁ???
ってかつてないぐらいﾈﾀがなくて。

まぁ、暇がないのもあるんですけど。

あ。もうすぐｶﾚﾝﾀﾞｰ発売ですね。

ただﾁｬﾝの裸とか裸とか裸とか···｡

今年もKAT-TUNも買いました。

絶対１回ぐらいしか見ないのに。（笑

ﾎﾝﾄは嵐とかｼﾞｭﾆｱとかも欲しくて。

そんなお金ないんですけど。

そう。弟、もしかしたら移植が必要かもしれなくて

でもよくよく考えたら兄弟は兄ちゃんとあたしがいるけど

兄ちゃんも母方の血しかひいてないし、

あたしは父方の遠い親戚の血しかひいてないし、

なんかだいぶ可能性的に血が薄いのよねぇ。

両親の血をひいてるのが弟しかいないのよね。

兄弟３人だけど。

なんか可能性は低いけどあたしの臓器が使えるのなら

喜んで差し出す覚悟は出来てます。

で、明日、弟のお見舞いに行こうと思ったら雨なのよね。

結局来週???



なんか先伸ばしになってて申し訳ないんだけど。

それに弟も退屈してるだろうし。

あ。今日、お友達から忠義の写真と

女の子の日痛のひどいあたしにﾘﾗｯｸﾏのｶｲﾛｶﾊﾞｰを送ってくれました。

まだまだ寒いので使わせていただきたいと思います。

ありがたす。

そうそう、TVｶﾞｲの亮ﾁｬﾝの髪型を見て一言。

短い方がいい〜。

ただよっちゃんはﾊﾞｯﾁﾘです

特に誕生日のとこのｽﾏｲﾙ。

ｽﾃｷです♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2010.02.26 Fri ﾊﾞﾄﾝやりまする。

大倉担まひるですけどもー。

ヲ友達のちｨﾁｬﾝからﾊﾞﾄﾝが回ってきたので

やります。

ﾊﾞﾄﾝなんて久々だなぁー。

自己紹介ﾊﾞﾄﾝです。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

自己紹介ﾊﾞﾄﾝ。

Q1 あなたのお名前は？ 
A1 福原まひる

Q2 生年月日・星座は？ 
A2 1983年10月6日　天秤座

Q3 血液型は？ 
A3 Oｶﾞﾀﾝ

Q4 好きな食べ物は？ 
A4 ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ、ﾊﾟｽﾀ、ｵﾑﾗｲｽ。

http://jugem.jp/theme/c79/25/


Q5 逆に嫌いなのは？ 
A5 ウニ、数の子

Q6 異性のタイプはどんなひと？ 
A6 手が綺麗で性格が良くて器の大きい人。

Q7 いま好きな人か付き合ってる人いる？ 
A7 残念なことにいません。誰か付き合ってくれー。

大倉忠義一筋ですけど何か???

Q8 異性のどんなしぐさにグっとくる？ 
A8 車をﾊﾞｯｸさせてる瞬間。

Q9 好きな映画は？ 
A9 ﾚｻﾞﾎﾞｱﾄﾞｯｸﾞｽ、ｼﾞﾌﾞﾘ作品

Q10 好きな色は？ 
A10 ﾋﾟﾝｸ、黒、緑、黄色、白

Q11 趣味は？ 
A11 ｦﾀ活、ﾊﾟｿ。

Q12 兄弟は？ 
A12 兄ちゃんと弟の３人兄弟。

Q13 ペット飼ってる？ 
A13 愛犬のモモ。



Q14 なんか習い事やってる？ 
A14 やってないけど韓国語を習いたいと思ってる。

Q15 いまバイトしてる？してるとしたらなに？ 
A15 ﾊﾞｲﾄはしてないけど働いてる。

Q16 いまの身分は？(学生・社会人など) 
A16 社会人。

Q17 携帯どこの使ってる？ 
A17 ﾄﾞｺﾓ、ｿﾌﾊﾞ（iPhone）

Q18 何年くらい使ってる？ 
A18 ﾄﾞｺﾓは１０年ぐらい前から。ｿﾌﾊﾞは１年ぐらい。

Q19 S？M？ 
A19 どM。

Q20 身長いくつ？ 
A20 160ｾﾝﾁ。自分的には小さい。

Q21 体重は？ 
A21 聞こえません。

Q22 足のサイズは？ 
A22 24.5ｾﾝﾁ。靴によっては24だったり25だったり。

Q23 好きなマンガは？ 



A23 三原ミツカズさんの漫画、ｴｳﾞｧ、ﾊﾝﾀｰ×ﾊﾝﾀｰ

Q24 好きなテレビ番組は？ 
A24 関ﾊﾟﾆ。

Q25 何時に寝る？ 
A25 早くて２３時。通常深夜３時。

Q26 何時に起きる？ 
A26 平均１０時ぐらい。

Q27 持病ある？ 
A27 不眠症。

　　eighter。

Q28 鞄のなかにはいつも何が入ってる？ 
A28 化粧品、ｺﾝﾀｸﾄ、鏡、携帯、薬、iPod、お財布、ﾏｽｸ。

　

Q29 いまの待ち受けは？ 
A29 忠義の後姿。（笑

Q30 いまの着信音は？ 
A30 LANDS。（笑

Q31 パソコンには強い？ 
A31 普通。まだまだ見知の世界だ。

Q32 ブログを始めたきっかけは？ 



A32 相方空（＠章大）に誘われて。

　　最初は断ったくせにその１時間後には始めてた。（笑

Q33 ブログを通じて友達がほしい？ 
A33 欲しいですね。あまりﾏﾒじゃないですけど。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ

Q34 特技は？ 
A34 ﾄﾞﾗﾑ、ﾍﾞｰｽ。

Q35 質問長い？ 
A35 そろそろ腰が痛い。（ｦﾊﾞﾊﾞか???

Q36 資格は何かもってる？ 
A36 販売員、中学の家庭科教師の免許。

Q37 これからとりたい資格ある？ 
A37 ﾊﾟｿｺﾝ関連。

Q38 実は自分は○○○だ。 
A38 ﾋｯｷｰだ。

Q39 子供のころの夢は？ 
A39 学校の先生。

Q40 今髪の長さどれくらい？ 
A40 肩に少しつくぐらい。でももう切りたい。

Q41 何色？ 



A41 黒。ｷﾝﾊﾟ時代、ﾋﾟﾝｸ時代を経て黒時代到来中。

Q42 スリーサイズをどうぞ 
A42 子豚ｽｰﾂ装着中。

Q43 チャームポイントは？ 
A43 誰か教えてー!!!!

Q44 今ままで生きてきて一番恥ずかしかった事件は？ 
A44 電車の中でよだれたらして爆睡してて終点まで行って起こされたこと。

　　もしくはVｺﾝで剛つんに飛びつきそうな勢いになってる姿を

　　まんまとﾋﾞﾃﾞｵ化されてたこと。

　　しかもそれが会場のﾋﾞｼﾞｮﾝにもUPで映ってたこと。

Q45 得意料理は？ 
A45 ｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ、ｵﾑﾗｲｽ（ｹﾁｬｯﾌﾟでﾊｰﾄ書いてあげますよー。）萌え萌え♥

Q46 大分あなたのことがわかってきた気がしますが？

A46 そうですか???あたしは奥が深いですよ???（笑

Q47 正直、ここまで答えるのに疲れた？ 
A47 やっぱり腰が痛い。

Q48 正直、手を出したことに後悔している？ 
A48 ﾊﾞﾄﾝは好きなので全然。

Q49 このバトンをまわすひとの名前を５人どうぞ 
A49 STOPさせます。ｺﾞﾒﾝなさい。



Q50 最後にひとこと！ 
萌え萌え♥きゅんきゅん♥



2010.02.26 Fri ﾏｲﾓﾝﾊﾝが欲しい今日この頃。

大倉担まひるですけどもー。

今日、 降るっていうから

弟のお見舞い行くの辞めたのに

降らないんですもんー。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
しかも来週、天気悪いって···｡

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

だって からだと片道４０分ぐらいかかるんですよ。

職場より遠いっつーの。

もうﾊﾞｽで行こうかなぁ。

でもﾊﾞｽで乗り換えとか全然わからないしなぁ。

しかも乗り換えの時間とか絶対１時間とかかかるんだよなぁ。

田舎ってやーね。

で、そういや、あたしｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾈﾀを全く書いてなくて。（笑

今年の冬季五輪はﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰの年です。

と言ってもﾌｨｷﾞｭｱしか興味はあまりないんだけど。

（↑非国民と言われそうですが。

あたし的には男子は小塚くんがﾀｲﾌﾟで。

（↑ﾀｲﾌﾟとかの問題じゃなくて???
女子は真央ﾁｬﾝ。

なんかｷﾑ·ﾖﾅ恐るべし。

なんかしかも真央ﾁｬﾝとｷﾑ·ﾖﾅってﾀﾒじゃないですか???
ってことはずっとﾗｲﾊﾞﾙですよねぇ。

それも切ないとゆーか戦い甲斐があるとゆーか。

だってｷﾑ·ﾖﾅ、ﾌﾞﾚないんですもん。

ﾎﾝﾄ怖いです。

まぁ、銀ﾒﾀﾞﾙに終わったんですけど

真央ﾁｬﾝ頑張れ!!!!

で、昨日はヨコﾁｬﾝのエイト内ﾓﾝﾊﾝ事情を知って



あたしも自分のﾓﾝﾊﾝが欲しくなりまして

今、もっそい買うか迷ってるんですけど

とりあえず５月のROMES発売までは決まってるので

あんまりお金使いたくないんですよ。

たぶんその頃にはｴｲﾄｺﾝの日程とかも出そうだし。

ハーン。

やっぱりﾓﾝﾊﾝは我慢だなぁ。

まだしばらくは甥っ子に時々借りてちょこちょこと

やるかぁ。

あたしもすっかりｹﾞｰﾑっこ復活だなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.02.27 Sat 暇児、始動。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、３週間ぶりにﾔﾏﾄﾅﾃﾞｼｺ七変化見ました。

さすがに久々過ぎてなぜ亀ﾁｬﾝが髪短くなってるのか

わからなかった。

髪切ったのは知ってたけど。

もうあたしの部屋、 の映りが悪すぎて

七変化の録画を断念しました。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
ってことに昨日気づいた。（笑

ひよきー。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
録画してると思って映り悪くても

見て後で消せばいいやって思ってたのにねぇ。

ﾀﾞﾋﾞはお友達に頼んであるんでいいんですけど。

何気に今日、職場で後輩（女子）と話してて

「なんか男友達なんですけど、こっちばっかり振り回されてて

たまにはこっちの言うことも聞いて欲しい。」って言ってたんですよ。

その時はさら〜っと聞き流したけど

よくよく考えたらそれって好きな異性に思うことだよね???
好きじゃなかったらそんな人と遊ばないもんね。

と帰ってから気づきました。

はい。ﾆﾌﾞﾁﾝ福原

そういや、昨日、０号室の客まで起きていられなかった。

とにかく疲れて居て少しでも早く寝たかったの。

で、全然知らないんですけど

関ﾊﾟﾆって終わっちゃうの???
誰か知ってたら教えてください。

何気深夜枠って面白いから好きなんだけど。

あの緩い感じが。



で、「大奥」の１巻を買おうか迷ってて。

まだ大宰作も買ってないし、BANDAGEの原作も買ってないのに。

あ。ほんまに関ｼﾞｬﾆ∞の５巻も買ってないし。

どうも本屋に行くと忘れちゃうんだよね。

なんか大奥の忠義の演じる「鶴岡」って役は１巻にしか

出てこないらしくー。

忠義が腕が上がらなくなるまで殺陣の練習を頑張ってるって

聞くとやっぱり嬉しいよね。

ﾓﾝﾊﾝのﾚﾍﾞﾙが１２０超えてる大倉さんですけど何か???

暇児か???
その暇児も始動したんだなぁって。

お前が言うなよ って感じですけども。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.02.28 Sun ｼﾞｮﾝ、ﾊﾋﾟﾊﾞ。

大倉担まひるですけどもー。

また肩こりがひどくて左肩が上がらないんですけど。

これってよっぽどだよね???
やっぱり整体に行くべきだよね???
もう全然湿布とかのﾚﾍﾞﾙじゃないんですけど。

そのせいで頭痛もひどいし。

もうこれ１週間ぐらい前からなんですけども。

大倉家の愛犬、ｼﾞｮﾝ。

９歳の誕生日おめでとう。

なんかすごく愛されて育てられてるんだなぁっていうのが

伝わってきます。

残りあと数年かもしれないけど

これからも大倉家の人々を癒してあげてね。

ｼﾞｮﾝはすごく幸せだと思います。

めっちゃ羨ましいです。

まぁ、犬に嫉妬しても仕方ないんで。（笑

ちなみにうちのモモはかまってﾓｰﾄﾞの時と

ほっといてﾓｰﾄﾞの差が激しい犬です。

ほっといてﾓｰﾄﾞの時は犬小屋に近づいても

名前を呼んでも出てきてもくれません。（笑

どんだけきまぐれなんでしょ???

この間、本屋に行ったら特上ｶﾊﾞﾁのｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸが売ってて

買うかもっそい悩んで結局辞めました。

ﾏｲｶﾞｰﾙの時は悩まず買ったのに。（笑

そこはやっぱり元相葉担の宿命でしょうか???（笑

なんだかんだ結局相葉ﾁｬﾝが好きってことね。

翔ﾁｬﾏ、翔ﾁｬﾏと言ってても。



あ。今、ﾒｰﾙ止めててｺﾞﾒﾝなさい。

たぶん数人の方が当てはまると思うんですけど

火曜日ぐらいにはお返事出来たらいいなぁと思ってます。

週末はどうも忙しく···｡

あわただしいのでﾎﾝﾄすみません。

なんかそういや、ｦﾀ誌を買ったのにまだ全然見てないんですよ。

で、あたし、いつも中身見ずに忠義以外の個人の雑誌のやつも

買ってるんだけどやっぱり中身見てﾋﾞｽﾞが良かったら買うことに

した方がいいよね???
なんか全部買ってたらきりがなくて。

忠義はもちろん買いますけども。

TVｶﾞｲは無条件で買いますけども。

並木先生様様ですから。

ﾃﾍ(ﾉ∀｀)♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.03.01 Mon 忠義ﾊﾟﾊﾟならありだわ。（笑

大倉担まひるですけどもー。

１週間なんてあっという間だね。

もしくは休みなんてあっという間だね。

先週のお休みｸﾞｳﾀﾗで過ごしたらあっという間に仕事になり、

もう明日お休みだもんね。

明日はもう予定決まってます。

雑誌片付けてDVD見てﾊﾟｿやって終わり。

明日もﾋｯｷｰは健在だと思われー。

そう、しばらくﾄﾓｺﾚをやってなかったら

あたしとすばﾁｬﾝが結婚してるんだけど

２人共不満らしくて離婚する日も近いんじゃないかと。

で、占いを忠義とやると運命の人になるのに

あたしときたら「合わないかも···｡」って。

なんじゃそれ。

たらたらしないで忠義と結婚してくれ。

せめてｹﾞｰﾑの間ぐらい忠義と結婚させてくれ。

結婚と言えばいとこが再婚するのよー。

５ｺ上のいとこなんだけどつい半年ぐらい前に離婚したと

思ったら再婚するらしいのよー。

ちなみに２人の子持ちなのになんと手早いことかと

びっくりしています。

しかも相手は５０近いｵｯｻﾝらしいんだけど

ﾊﾞﾂ２らしいでっせ。

確かに子供の頃からｵｯｻﾝ趣味だったけど。

あたしの中で一回り以上年上はないわ〜。

え???でも我聞さんっていくつだっけ???
だってさ、あたし、今、２６歳じゃん???
一回り上って言ったら３８歳じゃん???



そこが限界かなぁ。

芸能人ぐらい年齢よりも若い感覚の人だったら

全然いいけど。

例えば佐藤浩市さんとか。

中村トオルさんとか。

ﾏｯﾁさんとか、ﾋｰ様（東山さん）とか。

あ。でも忠義ﾊﾟﾊﾟだったら５０歳だけどありだな。（笑

なんか３８歳以上でしょぼついてるｵｯｻﾝだったらｱｳﾄだわ。

やっぱり普段からｼﾞｬﾆｰｽﾞというｽﾃｷ男子を見すぎなのかなぁ???
目が肥えちゃって。

そろそろ宿題くんが始まるのでｻﾗﾊﾞ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.03.02 Tue 寒かった。

大倉担まひるですけどもー。

人生２度目の切符を切られました。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
歩道でﾊﾞｲｸ止められるとこ探してたらそれが交番の前で。

そんなにｽﾋﾟｰﾄﾞが出てたわけでもなく足つきながらだったにも

関わらず交番の前だっただけで６０００円ですよ。

あぁ。ついてねぇー。

つーかあたしのﾄﾞｼﾞですけどね。

明日払いに行ってきます。

ちねばいい。

弟のお見舞いに行ってきました。

ちょうど点滴中で寝てたんだけど

ちょっと起こして１時間ぐらい話して

弟がﾊﾟﾋﾟｺが食べたいって言ったんだけど

売店にﾊﾟﾋﾟｺがなくてﾊｰｹﾞﾝﾀﾞｯﾂの抹茶を買って

美味しいと言ってました。

なんか全然食欲とかもないみたいなんで

美味しいと感じる物があって良かったなぁって

思いました。

で、行く時､ﾔﾌｰで天気予報見たら山梨最高気温が１９度って

あったのでちょっと薄着で行ったら寒いのなんのって。

帰ってきて天気予報見たら今の最高気温が１０度で。

そりゃ寒いよー。

何計算で１９度なのさ。

明日、自分の 行こうかと思って。

ﾎﾝﾄは来週の月曜日に行けるといいんだけど

月曜日人が足りなくて遅れたりとか出来ないから

休みの金曜日に行きたいんだけど なんだよね。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ



でも薬が薬なだけにあんまり間隔あけないで薬もらいに行くと

薬がもらえなくなっちゃうみたいで。

だから難しいとこなんだけど。

通常は２週間分薬をもらうので２週間ごとに

に行くんだけど

あたしはだいたい１２日ぐらいで薬もらいに行ってて

時々天気によって１週間とかもあるのね。

だから微妙。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516


JUGEMテーマ：それでも続く日々……の中で。

http://jugem.jp/theme/c3/1764/


2010.03.03 Wed WITHに惑わされる。

大倉担まひるですけどもー。

結局、今日 行ってきた。

もう待ってる間、薬もらえないんじゃないかって冷や冷やしてた。（笑

無事に薬もらってご帰還です。

で、WITHのｴｲﾄが評判いいらしいので

買ってきたよ〜。

東京散歩と称してﾊﾞｽ移動。

すっごいみんなの表情がよくてきゅん♥ってなっちゃった。

まだ見てない人は是非見てね〜。

なんかただ、忠義の顔がちょっとおじいちゃんみたいに

見えるのはあたしだけ???
笑いじわが。

今の痩せてる忠義も好きだけど

あたしはちょっとふっくらしてる忠義の方が好きだなぁ。

なんか食事制限とかしてる忠義はなんか違うかなぁって。（笑

好きなもの好きなだけ食べてる忠義が好き。

まぁ、お仕事の都合で痩せなくちゃならないんだろうけど。

つーかあちこち筋肉痛でﾊﾟｿやるのもやっとなんですけど。

お風呂入ったらﾗｸになるかなぁって思ったんだけど

全然。

そんなわけでﾊﾟｿ辞めます。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.03.03 Wed 結婚されたらﾃﾝｼｮﾝ下がる???

大倉担まひるですけどもー。

あまりにも肩こりがひどいので

薬飲んだら体中の痛さが半減した。

そうそう、ﾊﾏってるﾄﾞﾗﾏがあって。（笑

「曲げられない女」なんだけど

ちょいちょいｱﾆ（塚本くん）がﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞにくるんだけど

いつもﾀｲﾐﾝｸﾞ悪くー。

あたしとしてはｱﾆと結婚して欲しいんだけど。

ｱﾆ好きとしてはね。（笑

うーん。でも現実問題はｱﾆが結婚して

ちょっと気持ちが冷めた部分はあるかなぁ。

やっぱり結婚されるとﾃﾝｼｮﾝ下がるよね???
でもﾄﾞﾗﾏで見てる分では好き♥（笑

うーん。

もし、忠義が結婚したらやっぱりﾃﾝｼｮﾝは下がるんだろうか???
下がるんだろうなぁ。

好きに変わりはないと思うけど

ﾃﾝｼｮﾝは確実に下がると思う。

((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

つーか雑誌見てたら昔の知り合いが載っててびっくりしたっつーか

ｳｹたっつーか。

めっちゃ懐かしいって思ってﾜﾛﾀ。

今頃何してるんだろうなぁ。

ってたぶん向こうも思ってるだろうなぁ。

あいつ何してるんだろ???って。

ｦﾀ友なんだけど



あたしは今は大倉担で頑張ってます

相変わらずｦﾀです （笑

あたし、今まで結構ちょいちょい自担が変わってたからね。

大倉担になって落ち着いたとゆーか。

なんだろ???
相性???（笑

（↑勝手に言ってみる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.03.05 Fri 横山さん、浮き足立ってますけど···。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は疲れてｻｻｯと寝てしまったよ。

まっすーのﾄﾞﾗﾏ見た辺りから記憶が曖昧。

そこまで起きてりゃ十分でしょ???って言われそうだけど。（笑

肩こりに加えて筋肉痛で起きていられなかったから

帰ってきてお風呂入って

そのままﾍﾞｯﾄﾞにINしちゃったんだよね。

なんか今まで週に２回ぐらい耳掃除してたんだけど

この間、TVで耳垢の取りすぎはよくない。

虫やｺﾞｷﾌﾞﾘが入ったりすることもあるって言ってたんで

その恐怖で耳掃除をしたい欲求を抑えるのがやっとで。

なんかだって３週間に１回でいいとか言ってるんだもん。

ところで年とると耳毛や眉毛ﾎﾞｰﾎﾞｰの人とか

いるじゃん???
あれは不思議だ。

なんか中学の時、社会科のおじいちゃん先生がすごくて

耳毛ってあだ名でしたけどね。

そういや、高校の時、夏休み明けたらｽﾞﾗかぶってきた

学年主任の先生いたっけ。

ｽﾞﾗ男（お）ってあだ名でしたけどね。

明らかにｽﾞﾗだってわかるのになんでかぶるんだろうって

思ってましたけどね。

ｽﾞﾗ男に威厳なんてあったもんじゃなかったけどね。

だって怒られても笑っちゃうんだもん。

ｽﾞﾗ男は体育の先生だったんだけど

見本は一切見せなかったからね。（笑

ｽﾞﾗが取れるから。（笑

ｽﾞﾗ着けるなとは言わないけど周りに気を使わす



ｽﾞﾗはｲﾔだよねぇ。

ちなみにあたしはもし忠義が禿げてもついてくぜ。

あれそういえば忠義ﾊﾟﾊﾟは禿げてないけど

忠義の亡くなったおじいちゃんが禿げてたんだっけ???
（↑違うかも。

でも忠義が温水さんのようになったらｳｹるなぁ。

そうなる前にそっとｽﾞﾗをかぶってくれ。

まぁ、忠義なんてお金持ちだからいいｽﾞﾗもかぶれるでしょう。（笑

なんかエイトメン中で結婚式に出るって

浮き足立ってるんだけど

ヨコとか２８歳になって結婚式出たことないって···｡

なんで???
友達とか結婚してないのかなぁ???
章大は姉ちゃんが結婚してるし、

亮ﾁｬﾝは妹が結婚してるし、

すばるも兄ちゃんが結婚してるはずなんだけどなぁ。

あたしは兄ちゃんの結婚式で１０代のうちに結婚式出てるし、

友達も１番始めにした子は２０歳だったもんなぁ。

まぁ、確かに女の人に比べて男の人の方が結婚遅いもんね。

なんか丸いﾃｰﾌﾞﾙの真ん中に「関ｼﾞｬﾆ∞様」って書かれるんだろうなぁ。

それはある意味見てみたいとゆーか。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.03.07 Sun 法事なのに仕事なんだよなぁ。

大倉担まひるですけどもー。

今日は今からおじいちゃんの３回忌があるので

行くのですが仕事が休めなかったので

法事が終わり次第仕事に出なくてはなりません。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
法事の日ぐらいゆっくりしたかったのになぁ。

なんか忠義の仕事は仕事が詰まってたら法事さえも

出られないのかなぁと思うと切ないです。

じゃ、行ってきます。
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2010.03.07 Sun ８人で関ｼﾞｬﾆ∞。

大倉担まひるですけどもー。

法事が１５時に終わり、１６時から仕事でした。

喪服が苦手なので（着心地）苦痛な４時間を過ごしました。（笑

でもいとこに会ったり甥っ子に会ったりするのは好きです。

甥っ子が食事の時、真っ先に来て

「かに頂戴。」って言ってきたのがすごく

嬉しかったりして。

そんな些細なことも可愛くて。

これがたぶん自分の子だと違った感じがするんだろうね。

のーん。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
ｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰがまだ届かないんですけど。

なんか本屋で買っちゃおうかなぁとか思ったりします。

まぁ、不在票さえも探してないんですけどね。

忙しくてそれどころじゃなかったんだもん。

確認したら昨日、不在票が届いてた。

また休みにでも配達してもらいます。

ゆっくり見たいし。

なんか並木さんのとこにｷﾞｬﾗﾝ○○がどーのとか

ｾｸｼｰｼｮｯﾄはあるのかとか問い合わせが多くあったようで

みんなのｴｯﾁ。（笑

いや、あたしも散々ｾｸｼｰｼｮｯﾄを熱望してましたけども。

なんか去年ので目が肥えちゃって。（笑

それにｴｲﾄのｶﾚﾝﾀﾞｰってみんなのﾜﾁｬﾜﾁｬ感がすごく好き♥

これはたぶん他にないｶﾚﾝﾀﾞｰだと思う。

最近少し思うんだけど

博貴がいなくなってからeighterになった人がすごく多くて

昔から博貴を知る人や結成当初からeighterだった人は

やっぱり博貴も含めて８人で関ｼﾞｬﾆ∞って思ってるわけ。



でも博貴のことを知らないeighterは７人で当たり前って思ってるわけでしょ???
それが悲しいなぁってすごく思う。

なんか最近１番悲しかったのは

博貴がもし戻ってきたらどこのﾊﾟｰﾄ歌うのかなぁって

思ったから博貴復帰の署名しませんでしたっていう発言。

そんなに他の人のﾊﾟｰﾄが減るのがｲﾔな程

博貴は邪魔な存在???
あたしはそうじゃないなぁって思うんだけど。

やっぱりいつまでも８人で関ｼﾞｬﾆ∞だとあたしは思う。
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2010.03.09 Tue 願望。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は仕事に行く支度をしてたら転んで

右側の腕をすりむいてこれが服の袖に当たると

痛くて。(ﾉд-｡)ｸｽﾝ
ﾊﾟｿをする時は腕まくりをしています。

昨日から異常に眠くて自然とまぶたが閉じてきてしまいます。

今日もそんな感じ。

でもﾌﾞﾛｸﾞだけは書きたくて必死で

目を開けてます。（笑

今日はいつの間にか が降ってますね。

もっそい寒くてﾍﾞｯﾄﾞの中でも寒くて

ﾋｰﾀｰで部屋を暖めてる最中です。

まぁ、ﾌﾞﾛｸﾞはそのついでなんですけどね。

一昨日は博貴のことで取り乱してしまって

すみませんでした。

あいこさんのｺﾒﾝﾄを読んで

あたしも忠義がエイトに加入した時は

ぶっちゃけ悔しかったんですよ。

他の人のえ???って思うのとちょっと違うんですが

あたしはそのちょっと前まで福原担だったんですね。

それで関ｼﾞｬﾆ∞のﾒﾝﾊﾞｰが決定した時、

治樹が残っていたら一哉も辞めることもなく

もしかしたら２人揃ってｴｲﾄﾒﾝに選ばれてたかもしれない

って思ったんですね。

まぁ、それは単なるあたしの願望なんですが

大倉副担としてたあたしでさえ

びっくりしました。

でも話は変わるんですが



今でも博貴の持ち歌のﾏｰﾒｲﾄﾞが歌われたりしてるのは

やっぱりｴｲﾄﾒﾝの博貴への想いだと思います。

やっぱり博貴が消える前に肺気胸を患って

入院してた時、毎日亮ﾁｬﾝがお見舞いに行ってたりして

亮ﾁｬﾝの「内がいないとなんもでけへ〜ん」って言葉が

あったりして。

博貴がお休みしてる間も毎日亮ﾁｬﾝが電話してたから

今の博貴があるようなものだし。

４７ｺﾝだったかな???
それの東京ﾄﾞｰﾑに博貴が観にきてて

亮ﾁｬﾝが自分のﾂｱT渡して博貴をｽﾃｰｼﾞに上げて

「これがﾎﾝﾄの最高で最強の関ｼﾞｬﾆ∞だー。」って言った

ｴﾋﾟｿｰﾄﾞから、忠義がずっとｼﾞｬﾆWebに８→１って書いてたのも

そうだし、

ちょいちょい博貴ｴﾋﾟｿｰﾄﾞは出てきますよね???
ｴｲﾄﾒﾝが８人になることを望んでるように

eighterにも望んでいて欲しいなぁと思います。

なんせ亮ﾁｬﾝと博貴で２ﾄｯﾌﾟと言われてましたからね。

ちなみに２ﾄｯﾌﾟに三馬鹿に大山田が最強です。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.03.11 Thu ねむーい。

大倉担まひるですけどもー。

やっとｶﾚﾝﾀﾞｰの再配達頼んだ。

ずっとﾊﾞﾀﾊﾞﾀしてて電話するの忘れてて

昨日、ﾈｯﾄで再配達頼んだんだけど

KAT-TUNのｶﾚﾝﾀﾞｰが再配達の申し込み出来なくて

結局朝起きて朝一で電話しました。

午前中配達指定にしたからたぶん仕事には間に合うと思うけど。

そうそう、昨日、人間失格を買ったのね。

斗真たそが表紙のやつ。

あれ見てると全部欲しくなるね。

どの斗真も美しい。（笑

（↑あと定番のﾏｲﾊﾞｰｽﾃﾞｰﾌﾞｯｸ。今回はヨコと博貴。

また仕事から帰ってきたら

内容UPしますね。



（↑最近買ったCD。つばﾁｬﾝ、HSJ、嵐。

ﾎﾝﾄは東方神起のﾍﾞｽﾄかﾃｺﾞﾏｽのﾗｲﾌﾞDVDが欲しかったんだけど

ROMESを買うまではお金節約。

もしくはﾗｲﾌﾞ詳細が出るまでは節約って思ったんで。

節約の割りにCD３枚も買ってますけど。

ﾃﾍﾍ。

昨日３時間ぐらいしか寝てないから眠くて眠くて。

頭がﾎﾟｹｰっとしてるので

また帰ってきてから書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.03.11 Thu 今から諸々見ます&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

長野から新しい人が来た。

あたしの１つ上なんだけど

すっごいいい人。

ちなみに男の人。

これでしばらく楽しく仕事出来そうです。

そうそうやっとｶﾚﾝﾀﾞｰ受け取ったよ。

まだ全部は見てないけどすっごい楽しそう。

KAT-TUNは去年も小さかったけど今年も小さめ。

で、日めくりｶﾚﾝﾀﾞｰだからすっごい分厚い。

一応日めくりした後のﾌｧｲﾙもついてて親切。

あとｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰにおまけがついててそれがすっごい可愛いの♥

見て爆笑しちゃった。



今日は足がﾊﾟﾝﾊﾟﾝ。

帰ってきてしばらくﾊﾟｿの前に座れなかったもん。

やっぱり早朝からはｷﾂｲなぁ。

明日、弟のお見舞いに行こうかなぁとか思ってます。

先週も行ったけど退屈してるんじゃないかと思って。

でもあたし基本ﾋｯｷｰですけど。

嵐ちゃん見てたんだけど

相変わらず翔ﾁｬﾏのｾﾝｽは理解されないのねぇ。（笑

あたし、嫌いじゃないんだけど

でもやっぱり選ぶなら相葉ﾁｬﾝかにのなんだよなぁ。

相葉ﾁｬﾝの目がﾁｶﾁｶｾﾝｽも慣れたし。（笑

にのって綺麗目ｶｼﾞｭｱﾙじゃない???
なんかにのっぺー。ってすごく思う。

最近すっごい相葉担復活しそうなぐらい好き。

まぁ、まぁ、そうは言ってもやっぱり大倉忠義さんなんですけども。

うひゃ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.03.13 Sat みどらー。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は即効寝ました。

ﾀﾓｽﾃが限界でした。

しかも途中で 消しちゃうし。

どんだけ眠かったのか。

ｸﾞｽﾞｸﾞｽﾞでしたね。（笑

で、今まで履いてたｸﾛｯｸｽ（ﾋﾟﾝｸ）がﾎﾞﾛﾎﾞﾛになったので

新しいｸﾛｯｸｽ買いました。

今度は緑色です。

最近どんどん私物が緑色に汚染されていきます。（笑

あたしどっちかというとﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞなﾋﾟﾝｸが好きなんだけどなぁ。

それも最近は緑色に汚染されてます。

すー好きすーです♥

確か大倉氏も緑色のｸﾛｯｸｽにｷﾗｷﾗつけて履いてなかったっけ???
（↑ちなみに町田氏のﾊﾟｸﾘ。（笑

あたしもｷﾗｷﾗつけようかなぁ。

（↑大倉氏のﾊﾟｸﾘ。（笑



あたし、案外大倉ｶﾗｰの大倉氏を見てるけど

やっぱり好きな色だけあって似合うよね???
（↑ちなみにﾚﾝｼﾞｬｰｶﾗｰは自分の好きな色で決めた。

で、最初ヨコが緑で忠義が黄緑だったんだけど

わかりづらいってことでヨコがﾌﾞﾗｯｸ、忠義がｸﾞﾘｰﾝになりました。

補足です。

最近eighterになられた方が多いと知ったので

なるべく補足をつけていきますね。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.03.14 Sun ｶﾚﾝﾀﾞｰ感想。

大倉担まひるですけどもー。

さてさて今回はｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰのまひる的ﾂﾎﾞを。

３馬鹿のﾊﾞｰｶﾞｰｼｮｯﾄが新鮮です。

自然とこの並び順だったそうです。

で、ヨコ誕生日のﾊﾟｼﾞｬﾏとｷｬｯﾌﾟ。

さすがTVｶﾞｲさんです。

ユウちゃんです。ｺﾒﾝﾄ入れてくださいましたね。

そして大好きな忠義の誕生日ｼｮｯﾄ。

たとえﾔｷｿﾊﾞﾏﾝでも大好きです。

ｶｯｺｲｲです。ｼｭっとしてます。

あたし的にはｻﾝｸﾞﾗｽかけて決め決めの忠義さんが大好きです。

しかも意外!!!!!飛び込み台から飛び込むのね???
それは海外という土地がそうさせるのですか???
ﾍﾀﾚ返上も近いのか???
で、ｼｭﾉｰｹﾙやる時になぜ安田くんと亮ﾁｬﾝは手を繋いでいるのでしょう???
こうゆう細かいとこがもっそい可愛い♥

で、亮ﾁｬﾝお気に入りの真ん中のｼｮｯﾄ。

あたしも好きです。

なんかほのぼのします。

そして７月５日〜の写真。

ヨコちょと忠義の２ｼｮｯﾄがどうだ!!!!痩せたやろ???的
挑発にしか見えないひねくれ者のあたし。

その裏ﾍﾟｰｼﾞにもどうだﾊﾞﾘの忠義さんが!!!!!!
しかも２人の間に２人です。(笑
ﾐﾗｸﾙｼｮｯﾄです。

そして待ってましたとばかりに

忠義の細くなった綺麗な背中のﾊﾞｯｸｼｮｯﾄ。

あぁ。こうゆうとこで女子って男の背中に弱いのねぇと実感。

そっちの安田もやっぱりかばえぇ。

乙女満開かと思いきや



その割に頭から飛び込むﾀﾞｲﾌﾞ·ﾄｩ·ｻﾞ·ﾌｭｰﾁｬｰ男。

ｷﾞｻﾞなつかしす。

ちっちゃいおっさんの誕生日〜。

めっちゃ男前〜。

あたしは裏の右側の髪まとめて笑ってる姿が好き。

そして９月２７日〜

昭和のｱｲﾄﾞﾙ写真のようなヒナﾁｬﾝ。(笑
そしてｾｸｼｰﾋﾞｰﾑ炸裂のヨコﾁｬﾝ。

そして亮ﾁｬﾝの誕生日。

ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰにがっつく錦戸さんが他のさわやかな錦戸さんと別人。

そして夕日をﾊﾞｯｸに撮ってる時の

忠義の笑顔が尋常じゃないぐらい笑っててかわゆす。

崖の上のヨコも拝みました。(笑
で、丸ﾁｬﾝの誕生日。

いつになく男前＋真剣な姿に惚れぼれ。

そして

ｷﾀ━━━(;´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀)━━━━!!!

坂の手前でﾎﾟｰｽﾞをとる忠義さん＆安田さん。

しかも忠義さん、前髪ﾋﾟﾝで留めてるしー。

忠義さんの前髪ﾋﾟﾝ留めに非常に弱いまひるたそ。

これだけでご飯３杯いけます。

そしてヒナﾁｬﾝ誕生日。

なぜにｴﾛ目線。

またヨコﾁｬﾝのﾀｰｹﾞｯﾄになりそうなお写真。(笑
そして２月の頭。

真剣になると口を開いてしまうヨコちょに

安田といちゃつく渋やん。それを横目に錦戸さん。



ﾊﾟｼﾞｬﾏﾏﾝのｴｲﾄﾒﾝ。

やっぱりわが子が一番可愛いと思うのはｦﾀｸの性ですか???
そして気まずいｺﾝﾋﾞの２ｼｮ。

可愛い〜♥

すばやんが女子に見えてきた。(笑

そして３月１４日〜の

ｻﾝｸﾞﾗｽ集団現る。

忠義さん、先頭きって歩いてますけど大丈夫ですか???
しかし男前。

亮ﾁｬﾝのｸﾞﾗｻﾝが怪しい人にしか見えない···｡

最後むらかみんのﾊﾞﾗﾝｽとってますが好きなんですが···｡

あとお買いもの編のすばﾁｬﾝがぬいぐるみ抱いてる姿が２８歳に見えない。

可愛すぎる。

まぁ、こんな感じで書ききれないぐらいﾂﾎはあるんですが

とりあえず並木さん、ｽﾀｯﾌさんありがとうございました。

ﾋﾞｷﾆは···｡

なんかすごくﾜﾁｬﾜﾁｬしてるｴｲﾄﾒﾝが好きなので

ﾎﾝﾄに今年も良いｶﾚﾝﾀﾞｰをありがとうございました。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.03.15 Mon お肌の潤滑油、大倉忠義。

大倉担まひるですけどもー。

最近お疲れです。

昨日も知らない間に寝てた。(笑

ぐーすかぴーすかですよ

つーか知らない間に左目さんが終わってた。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
仕事からちょうど帰ってくる頃だから

ほぼ見れてない。

とりあえずｶﾞﾁで見てるﾄﾞﾗﾏって「曲げられない女」だけかも。

これは１話〜ずっと見てる。

欠かさず。（笑

ヤマナデはｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘがやってた時とﾙﾊﾟﾝがやってた時

見てないし、たぶん３〜４回ぐらいしか

見てないかも。

ひどっ!!!!
でも博貴は見たい。(笑
まぁ、１番の理由はＤＶＤで見ればいいかぁって感じなんだけど。

もう「曲げられない女」が面白いんだって。

結局ｱﾆ、１歩引いちゃったし。

あたし、今度こそはｱﾆとの結婚もありかなぁって思ってたんだけど。

残念無念。

そう、KAT-TUNのｶﾚﾝﾀﾞｰ買った人、必見。

某ﾌﾞﾛｸﾞで知ったんだけど

各ﾒﾝﾊﾞｰの手にﾊﾞｰｺｰﾄﾞの番号がついたﾍﾟｰｼﾞがあるんだけど

その番号を携帯で打つとﾒﾝのｲﾆｼｬﾙになるらしいよ。

ゆっちだったらNみたく。

あたしはまだ試してないだけど

考えた人もすごいけど発見した人もすごいよね???
ちょっと感動してみた。(笑



なんかこくこくとｶｳｺﾝのDVD発売が近くなってきてﾄﾞﾁﾄﾞﾁ なんですけど。

早く見たい。

最近雑誌でしか忠義見てないもんなぁ。

関ﾊﾟﾆ３週ぐらい見てない。

もう最近ｦﾀｦﾀしてないのよね。

（↑人から見たらしてるかもだけど。(笑
自分の中のｦﾀｦﾀ度がMAXじゃないのよ。

だってﾘｱﾙただﾁｬﾝと言えば去年の夏以来ですよ

もう半年ぐらい経つっちゅーの

まだROMESがあったからいいけどROMESなかったら

乙女としてお肌が乾ききってしまうわ。(笑

なんか休みってゆーと疲れて爆睡しちゃって

なかなかDVD見る余裕ってないんだよね。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
まだ三浦春馬くんと佐藤健くんのDVDも見てないもん。

どんだけ〜???

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.03.16 Tue ﾏｼﾞ恋。

大倉担まひるですけどもー。

結局２時間ぐらいしか眠れなかった。

しかも自分のﾌﾞﾛｸﾞが家族に晒される夢で

うなされた

家族なんてあたしが大倉忠義さんにﾏｼﾞ恋してるのなんて

知らないからそんなの知ったら大激怒ですよ。

うちの親案外頭堅いからね。

ﾔﾊﾞｽですよ。

それでﾄﾞｷﾄﾞｷで目が覚めたってわけだ。

こえぇー。

で、ﾌﾞﾛｸﾞ書こうと思ったんだけど

眠すぎて。

ﾎﾞｹﾎﾞｹしています。

寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.03.16 Tue 携帯からも見てね&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

胃がﾑｶﾑｶする。

しかもお腹も壊してて

の帰り、ｺﾝﾋﾞﾆに寄って

ﾄｲﾚ借りたもん。

最悪。

しかも寝不足で間接が痛いし。

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝは最悪である。

で、携帯からしか見れないんだけど

記事のｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾄﾙの横っちょがｵｵｸﾏになった。

わりと気に行ってます。

ちょうどｸﾞﾘｰﾝのﾃﾝﾌﾟﾚだったから

ﾊﾞﾗﾝｽ的にも良かったし。

小さなことでｦﾀｦﾀしておりまする。

大倉ｦﾀ健在です

そう、まだ雑誌の整理が途中までで。

全然終わる気しないんですけど。

でも今日は雑誌の整理はお休み。

休みのたびにやってると疲れる。

しかも２時間で飽きちゃうんだもん

でもなるべく早くしないともし何かあった時

困るから。

あ。ﾌﾞｻﾞｰﾋﾞｰﾄの再放送もうすぐだ。

何気に今日 時間かかったし。

朝、ﾌﾞﾛｸﾞ書いてから 行くまで時間あったんだけど



全然眠れなかったし

なんか昔のDVDが見たくなった。

ﾌﾞｻﾞｰﾋﾞｰﾄ見たら「Heat Up」見ようかなぁ。

すっごい久々なんですけども。

その前に新撰組なんちゃらかんちゃらってﾄﾞﾗﾏがやってて

金曜日偶然見たんだけど

面白かったから今日も見ます。

また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.03.16 Tue 関ｼﾞﾐ３。

大倉担まひるですけどもー。

相変わらず胃がﾑｶﾑｶしています。

もう何食べていいのかさっぱり。

さっきお蕎麦食べたんだけどやっぱりﾑｶﾑｶ。

もう今日は辞めときます。

あ。今日、ﾌﾞｻｰﾋﾞｰﾄの最終回だった。

最終回は見たからもうちょっとやんわり

楽しみたかったなぁと思って。

しかも新撰組なんちゃらかんちゃらやってないし。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
ｶﾞｯｶﾘｰｽﾞでしたよ。

なんか今日は早く寝ようと思って薬飲んで

ﾍﾞｯﾄﾞにINしてるんだけど

全然眠られない。

眠いのに。

そう、それで急に「明日」が見たくなって

「Spirits!!」を少しだけ見たんですよ。

で、思ったんですが「明日」の忠義ｽﾏｲﾙ。

あれは絶対狙いよね???
狙いじゃなければあんなﾍﾞｽﾄｼｮｯﾄが撮れるわけがない。(笑
あの当時は大山田でしたけど

あたしは関ｼﾞﾐ３の呼び名の方が好きかなぁ。

ちなみに大山田の大は大倉の大じゃなくて

大きいの大です。（すばる命名

ちなみに関ｼﾞﾐ３ってのはﾃﾚ東の初めての

ｴｲﾄ、東京進出番組の裏ｼﾞｬﾆで安倉丸の３人のｸﾞﾙｰﾌﾟ名をﾌｧﾝに募集かけたところ

関ｼﾞﾐ３と言う名前があがってきたってゆーね。



そんな伝説の名前です。

今でこそ忠義もそこそこ存在感感じられるようになったけど

当時はﾎﾝﾄそんなにｶﾒﾗに抜かれることもなく

忠義の低い笑い声だけが聞こえてくるとゆー

怪奇現象のような。(笑
そのぐらいｼﾞﾐだったんです。

あたしは今でも忠義のﾎﾟｼﾞｼｮﾝは関ｼﾞﾐ３だと思ってます。(笑
たぶん当時を知るeighterだったらみんなそう言うと思います。

やっぱり２ﾄｯﾌﾟは亮ﾁｬﾝと博貴しかいない。

なんだろうなぁ。

忠義が２ﾄｯﾌﾟにふさわしくないわけじゃないんです。

いつまでもその関ｼﾞﾐ３の原点を忘れて欲しくないとゆーか。

で、あの大阪城Hの公演観に行ってたんですけど

昼間会場で忠義のﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑを見て

ホテル帰って深夜番組見てたんですね。

そしたら忠義にﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑを教えた石川直さんが出てたんですよ。

あれは感動でしたねぇ。

それを見ての次の日のﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑだったんで

涙が出そうになりました。

すごくすごく良かったです

そういえばここ数年あの時が１番髪短かったですよね。

あの髪形好きだったぁ。

前髪ﾋﾟﾝで留めてて。

考えたら今から５年も前の話になるんですよねぇ。

当時忠義は２０歳だったわけで。

もう今年２５歳だもんなぁ。

大人になったよなぁ。

たぶんﾍﾀﾚは健在だと思うけど。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.03.19 Fri ｾｸｼｰぼんやりﾋﾞｰﾑにやられてます。

大倉担まひるですけどもー。

祝★４０万人突破!!!
ｶｳﾝﾀｰが４０万人突破しました。

みなさんのおかげです。

ありがとうございます。

ここのﾌﾞﾛｸﾞを始めてだいぶ経ってからｶｳﾝﾀｰを

つけたので実際はもっと早く４０万人突破してること

だと思います。

（カウンターつけたのは2007.4.5でした。

でもなんか４０万人突破は嬉しいです。

これからもみなさんの訪問お待ちしてます。

よろしくお願いします。

そういや、ﾃｺﾞﾘﾝが衝突事故をおこしたとか。

相手にもﾃｺﾞﾘﾝにも怪我はなかったそうで。

無事で何よりです。

なんか最近ｼﾞｬﾆｰｽﾞでも車の免許持ってる人が多いので

心配です。

この間も松潤が事故おこしてたし。

怪我がないのが幸いですけど。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞだけじゃなくてみなさんも

事故には気をつけてくださいね。

あたしが事故起こしそうなNo.1候補ですけどね。

気をつけます。

最近疲れててすぐﾍﾞｯﾄﾞにINしてしまいます。

それですぐ眠れる時と全然眠れない時があるんですけど

とにかく起きていられないんです。

今もそんな感じです。



今日、起きたのも１４時だし。

水曜日なんて眠すぎてお風呂入りたくなかったもん。(笑
まぁ、そんなわけにもいかないので

ぼんやりしながらお風呂入ってすぐ寝たんですけどね。

ﾎﾝﾄにすみません。

毎日がそんな感じなので

ずいぶんコメレスも出来なくて

ﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。

ちゃんとﾁｪｷﾗｯﾁｮしてます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.03.19 Fri もやしっこの博貴もたくましくなったなぁ。

大倉担まひるですけどもー。

ぼんやりﾋﾞｰﾑから復帰。（笑

まぁ、眠いには眠いんですけど。(笑

ヤマナデの最終回を見ながら更新。

まぁ、書き終わる頃にはヤマナデも終わってると

思いますけど。

あたしだいたいﾌﾞﾛｸﾞ書くのに早くて１時間。

遅くて２時間ぐらいかかるんです。

だから 見ながらだと

２時間はかかるかと。

あたし、ヤマナデのｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ大好きなんだよね。

あれすごくかっこよくない???
今更ながらですが。(笑
初めて見た時から思ってたんだけど

ついつい書かずじまいだったので最後に書きました。（笑

もう博貴がかっこよくて。

きゅんきゅんでございます♥

竹刀で戦ってる時の博貴は最高でした。

亀ﾁｬﾝとスナコﾁｬﾝのﾗﾌﾞｼｰﾝすっごい良かったぁー。

なんだかんだと言っても楽しかったなぁ。

あとまた亀ﾁｬﾝ、号泣してたよね???
もうすっごいｲｹﾒｿのお顔がくちゃくちゃになっちゃうぐらい

泣いてた。

それも感動したし、

博貴もうまくいってたし、

最高の終わり方だったんじゃないでしょうか???
ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)ですよ。



だりぃー。

なんでこんなに毎日だるいんだろう。

早く寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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JUGEMテーマ：ジャニーズ



2010.03.21 Sun ｼﾞｬﾆWebがどんどん不便になっていく···｡

大倉担まひるですけどもー。

疲れてしばしﾍﾞｯﾄﾞにINして 見てました。

そしたらちょっと疲れもとれていい感じに。（笑

でもぶっちゃけ休みより仕事後の方が元気いっぱい。

ﾃﾝｿﾝMAXで仕事してるからかもだけど。

に居たら

あたし、ﾎﾝﾄ 出ないですよ。

家族でご飯食べに行くとか滅多に行きませんもん。

だって平気で２時間３時間かかるんですもん。

それだったらほっともっとでご飯買って

見ながら

くつろぎたいですもん。（笑

しかもﾏﾏﾝにお酒が入ると愚痴っぽくて。

それで昨日も家族でﾗｰﾒﾝ食べに行くって話になって

兄ちゃんﾌｧﾐﾘｰと一緒だったんですよ。

それで案の定あたし行かなかったんですよ。

で、お土産に餃子買ってきてくれるって話になって

１９時半ぐらいに出かけたら帰ってきたのが

２２時でしかも餃子が兄ちゃんﾌｧﾐﾘｰの車の中に忘れてきて

ﾏﾏﾝが何もないからお茶漬けでいい???
って言うから文句も言わずお茶漬け食べてたんですよ。

そしたら行かないあんたが悪いって言われて

なんであたしが怒られるのかなぁ???って。

１時間ぐらいなら行ってもいいんですよ。

でも２時間３時間はしんどいです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
たぶんあたしがお酒飲まないからだと思うんですけど。

そして基本ﾋｯｷｰなんです。

そういや、０号室の客、買ってもなければ予約もしてないんですよ。



とりあえず後回しでもいいかなぁと思って。

今、とりあえず買うのはROMESと左目さん。

左目さんのｽﾍﾟｻﾙの方は買いました。

もちろんまだ見てないですけど。(笑
（↑いつものことです。

とにかく仕事の日は帰ってくるのが遅くて

見る時間がなくて休みの日は疲れてｶﾞﾝ寝なので

全然DVDとか見る時間ないです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
誰かあたしに時間ください。

あと博貴が出たﾌﾟﾚｿﾞﾝのDVDとCDも欲しいんですよね。

お金がいくらあっても足りないー。

ｾﾚﾌﾞになりてぇー。

まぁ、ｾﾚﾌﾞって柄じゃないんですけどね。

なんかそういえばｼﾞｬﾆWebにﾗｲﾌﾞのｸﾞｯｽﾞが載らなくなりましたよね???
あれもっそい不便なんですけど。

お友達に頼む時とか自分で買う時の予算とか

全く会場に行くまでわからないじゃないですか???
すっごい困るんですけど。

ｼﾞｬﾆﾈに載ってるのかなぁ???
なんかWebがどんどん不便になっていきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.03.21 Sun いっぱいいっぱい。

大倉担まひるですけどもー。

風がﾋﾞｭｰﾋﾞｭｰでもっそい寒いんですけど。

まだまだ寒いんだなぁって。

特上ｶﾊﾞﾁの最終回の翔ﾁｬﾏのﾁｯｽｼｰﾝ、

ﾄﾞｷﾄﾞｷだったんですけど。

ﾎﾝﾄ田村のくせにって感じでしたよね???（笑

なんかいつもﾍﾀﾚな翔ﾁｬﾏを見てるので

ｻﾗっとｶｯｺｲｲことされるとﾄﾞｷっとします。

やっぱ男はｷﾞｬｯﾌﾟですね。（笑

忠義も男前のくせにヘタレだし。

ｷﾞｬｯﾌﾟよね???ｷﾞｬｯﾌﾟ。
しかも時々ｶﾜｲｺﾁｬﾝｷｬﾗ出すし。

もうその姿に弱いんだからぁ。

そう、明日から山梨でメイちゃんの執事の再放送がやるので

今度はﾊﾞｯﾁｼ録画しなくちゃ。

過去２回失敗してるからね。

１度目は本放送の時で２度目はﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞの再放送。

ﾎﾝﾄはDVD-BOXが欲しいんだけど

お金なくて買えないんだもん。

でも絶対いつか買ってやる。

博貴も舞台でﾁｯｽｼｰﾝがあるとか。

どぼじよー。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
いつか忠義もﾁｯｽｼｰﾝやるよね???
高所恐怖症のあたしがﾊﾞﾝｼﾞｰやるぐらい衝撃なんですけど。



いやだー。

耐えきれない。

せめてやるならﾄﾞﾗﾏか映画がいいなぁ。

舞台だと毎日やるからｼｮｯｸも大きい。

あぁ。ひよきー。

そういや、鳥●●が渋谷に進出するとか。

嬉しいなぁ。

やっぱり渋谷とか新宿だと行きやすい。

交通の便的に。

なんかやっぱり忠義ﾊﾟﾊﾟすごいなぁ。

着実に会社が大きくなってるもんね。

尊敬してます。

そんな忠義ﾊﾟﾊﾟの息子なら間違いないと思うわけで。

と最近ﾊﾟﾊﾟの現状を知ることが多く。(笑
なんかほのぼのします。

あ。巷はただいま連休なわけで。

あたしは精神的に病みそうなので

４月に入ったら日曜日に用事もないけど休ませてもらおう

と思ってて。

もしくは水曜日と木曜日に休みもらって４連休。

もう精神的にいっぱいいっぱいなんですもん。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
かなすぃー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.03.22 Mon お幸せに。

大倉担まひるですけどもー。

今日、寝ぼけて

仕事なのか休みなのか何度も何度も

ﾋﾞｸってなりながら寝てました。

結局仕事だったんですけど。

なんでだろ???
月曜日はいつも仕事なのに。

なんか最近ﾈﾀがないんだよなぁ。

全然遊んでないし。

仕事か寝てるかだもん。

非常にｶﾞｯｶﾘｰｽﾞなあたし。

今、職場でいろいろお店に秘密でﾁｪｯｸが入る時期で

それが今から８月ぐらいまでの間でいつ来るか

わからないからってすごくお店が厳しくなってて

普段注意されないこととかも

もっそい注意されてて疲れる···｡

なんかこれが８月まで続くかと思うと

ちょっとしんどい。

それでストレスが溜まっててﾔﾊﾞｽです。

そうそう、３月頭ぐらいに知ったんだけど

元担くんが結婚してるらしいの。

なんかやっぱり的な感じだったけど

やっぱりｼｮｯｸだった。

なんか２６歳までには結婚したいって言ってたから

結婚願望強いんだろうなぁって思ってたんだけど

今、２７歳なのね。



ｼｮｯｸだったけど幸せになって欲しいです。

ｼﾞｬﾆに居た頃からSHOCKとかで左手の薬指に指輪はめて

堂々としてた人だったけどね。

あたしはそれ見て弱ってたけど。(笑
死ぬかと思った。（笑

そういや、彼んちも食べ物やさんやってたなぁ。

空（＠章大）に家が食べ物やさんやってる人好きだよね???
って言われたけど。

相葉ﾁｬﾝとか相葉ﾁｬﾝとか相葉ﾁｬﾝとか。

今もそうだし。

でも確か彼んちは火事になっちゃったんだよね。

その後どうなったかは知らないけど。

決してあたしは食べ物につられてません。(笑
福原一哉くん、お幸せに。

ZEPPですばるに俺達結婚してんねん宣言を

されてから数年が経ちましたが

ﾎﾝﾄに結婚したのね。

相手はすばるじゃなかったけど。(笑

お幸せに···｡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.03.25 Thu ｴｲﾄくんとｶﾂﾝくん。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は関ﾊﾟﾆ見た。

でも詳しい内容は覚えてない。(笑
ｾﾝｽを磨きましょうだったかな???
それでお題に合わせていろいろ作ったりするんだけど

最初のﾘﾝｺﾞのｳｻｷﾞが忠義がもっそいうまくて

びっくり。

さすがの包丁さばきです。

次がなんだったっけ???
忘れちゃったんだけど忠義がﾋﾞﾘで

その前にヒナﾁｬﾝがﾋﾞﾘでﾄｯﾌﾟの忠義からﾊﾘｾﾝ受けてたから

忠義ﾋﾞﾘの時のヒナﾁｬﾝのﾊﾘｾﾝはすごかったぁ。

あれはﾏｼﾞで痛かったろうなぁって思ったもん。

そのぐらいしか覚えてないんだけど。(笑

久々に見た忠義も男前でした。

やっぱり可愛い♥

そういえばKAT-TUNが全国ﾂｱｰとｱｼﾞｱﾂｱｰやるけど

仁ﾁｬﾝが参加しないと朝からﾊﾟﾆくってまして。

仁ﾁｬﾝは６月にLAで友&仁ﾗｲﾌﾞをやるから

それに集中したいためって聞いたけど

いまいち納得出来ず。

でもLAでﾗｲﾌﾞなんて今までｼﾞｬﾆで

やってないでしょ???
それ考えたらすごいなぁって思うし。

つーかｸﾞﾛｰﾊﾞﾙだなぁ。

あと海外って言ったらﾃｺﾞﾏｽがｽｳｪｰﾃﾞﾝでｲﾍﾞﾝﾄやったぐらいで

あとは大概ｱｼﾞｱだよね???
すごいよなぁ。



つーか疲れちゃって。

たぶんもうすぐ女の子の日になるからだと思うんだけど

もっそいｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞ。

左肩なんて左の鎖骨まで痛いもんね。

重傷でしょ???
左肩に体重乗せられないもん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.03.26 Fri 早くﾘﾋﾟﾘﾋﾟしたいなぁ。

大倉担まひるですけどもー。

たい焼きが食べたくなって

たい焼き研究所まで買いに行ってきた。

たい焼き研究所のたい焼きがすっごい美味しいの。

白いﾓﾁﾓﾁの皮のやつと普通の色のﾊﾟﾘﾊﾟﾘとした皮のやつと

中のあんも普通のあんこにｶｽﾀｰﾄﾞからﾁｮｺとﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝが

５種類ぐらいあるの。

あたしはモチモチの皮にｶｽﾀｰﾄﾞがお気に入り。

エイトのDVDﾌﾗｹﾞ日が段々と近づいてきてﾄﾞｷﾄﾞｷ

早く見たいなぁ。（切実

以前は見た公演がDVDになること多かったんだけど

最近は見たことない公演がDVDになるので

なんか新鮮。

でもﾘﾋﾟ率は減った。

だから前はどこのｼｰﾝがって言われてわかったりしたけど

最近は全然。

２〜３回ぐらいしか見ないもんなぁ。

しかも買った時に見てその後見ることがまずないから

忘れちゃうんだよね。

eighter失格ですか???
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
なんか実際は見る時間が作れないんだよね。

昔は学生だったから時間結構作れたし。

でも頑張ってﾘﾋﾟろう。

そう、無事に弟が退院しまして。

いやぁ、良かった。良かった。

今日、お見舞いに行こうと思ってたら退院って聞いたんで

良かったと思って。



つーか眠いー。

４時間しか寝てないもんね。

お昼寝したいけど夜眠れなくなるから我慢我慢。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.03.27 Sat お知らせ。

大倉担まひるですけどもー。

電気敷き毛布が熱くて目が覚めました。

そうそう、お知らせが２点程。

まず「冒険JAPAN！関ｼﾞｬﾆ∞MAP」
のｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾃｰﾏに新曲の「Wonderful World」が決定しましたー。

まだCD化は未定だそうです。

なんかeighterの要望が大きくてすぐCD化になりそうですけどねぇ。

もう１点。

4/21（水）日ﾃﾚ系１９時〜１９時５６分

「密室謎解きﾊﾞﾗｴﾃｨｰ脱出ｹﾞｰﾑDERO！」に

交代でｴｲﾄﾒﾝが出るそうです。

これは昨日のﾚｺﾒﾝで発表があったそうで。

きっとｴｲﾄﾒﾝのことだから面白いことになりそうです。

大倉忠義期待大!!!!!（笑

これはとりあえずﾘｱで見れそうです。

とりあえずこれだけでまた寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.03.28 Sun うぬぼれ中な場所でうぬぼれたい。

大倉担まひるですけどもー。

桜が咲いてるのにむっちゃ寒い。

D1000002.jpg

（↑庭の桜です。

もうすぐ４月なのになぁ。

なんかﾏﾏﾝとﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ見ながら話してて

すごいよねぇって言ってたからあたしはｽｹｰﾄもｽｷｰも苦手だ

って話をしたら何が得意なの???
って聞かれたから球技って答えたんだけど

それだってそこそこでしょ???って言われて

何かひとつ人に自慢出来るものがなければﾀﾞﾒって

めんどくさい話の方向になってきたので

退散してきました。

別にあたしはその時やりたいことが

あっただけでももうけものって思うけどね。

例え今やってなくても。

小学校ではｻｯｶｰ、中学ではﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、

高校ではﾄﾞﾗﾑやってきたんだけど

別にそれでもいいとあたしは思う。

どれもそこそこだけどどれも思い出深いから。



あ。でも実際ﾄﾞﾗﾑを始めたのは小学校の時だけど。

部活で始めたのが高校なだけで。

そう、それで昔憧れてたﾐｭｰｼﾞｼｬﾝの人が

今、自宅でﾄﾞﾗﾑ教室開いてるのよ。

もっそい行きたいんだけど神奈川なんだよねぇ。

さすがに交通費＆教室費払ったら１回で１万超えるっちゅーの。

あたしのことなんて覚えてないだろうなぁ。

たぶん名前言ったらわかるとは思うんだけど。

あたし、当時小中学生だったもん。

あ。追っかけてました。(笑
懐かしいー。

なかなか女の子の日にならないんですけど。

またｽﾄﾚｽで遅れてる???
最近仕事のｽﾄﾚｽが酷くてﾎﾝﾄに行くのｲﾔだもん。

お休みが欲しいです。

決まった休みじゃなくていつも仕事してる時間に休みたいの。

はぁ〜あ。

そうそう、携帯のﾛｰﾝが来月で払い終わるから

新しい携帯買おうかなぁと思って。

とりあえずｶﾀﾛｸﾞもらいに行くべし。

前は携帯って３万ぐらいで買えたのに

今、ﾛｰﾝ使えるようになったから５万ぐらいするよね???
あたし、大倉さんのように携帯度々新しく出来る程ﾘｯﾁﾏﾝじゃないし。

なんか忠義さん、ちょこーっとしたとこで

ﾘｯﾁﾏﾝｱﾋﾟｰﾙしてるよね???
いくら儲けてるの???って話ですよねぇ。

忠義と結婚したら最高に幸せなんだろうなぁ。

（↑妄想は広がる。

（↑夜の方も妄想中。

いや〜ん。ばか〜ん。

そういや、Vの番組でうぬぼれ中の看板が紹介されてて



ｳｹたなぁ。

結構前の話だけど。
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2010.03.29 Mon 明日の午後には・・・。（にんまり

大倉担まひるですけどもー。

ﾃﾝﾌﾟﾚを春らしくしました。

それはいいけど、

全然眠くならなくて困る。

最悪だ。

DVDの先着の特典のｽﾃｯｶｰもらえるんだろうか???
先着もれてたらｼｮｯｸなんですけど。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
ｽﾃｯｶｰってどのぐらいの大きさなんだろ???
ﾊﾟｿ、もしくはDSに貼れる大きさだといいんだけど。

なんか特にお店の指定もないみたいだし。

そう、あたしがﾊﾞｲｸで３０分かかるとこを

ﾁｬﾘで１５分であたしんちまで来る人が居て。(笑
あたし、どうやってもそこまで行くのにﾊﾞｲｸで３０分かかるんですけど。

そのﾊﾞｲｸで３０分かかる店で予約したから

めっちゃ遠いと思ってたらﾁｬﾘで１５分の人もいるし。

世の中わからないものですなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.03.29 Mon ｱｯﾊﾟｰに生きたい。

大倉担まひるですけどもー。

もう最近ｽﾄﾚｽでﾔﾊﾞｲ。

職場に居ても に帰ってきても

罵声をあび続ける始末。

最悪だ。

最近ﾏﾏﾝの機嫌が悪く。

職場でもﾁｪｯｸが入るからものすごく言われるし。

頭が禿げそう。

もう仕事辞めたい。

さてさて気持ちを切り替えて。

明日はいよいよ のﾌﾗｹﾞ日だし。

お昼頃取りに行こうと思ってるんだけど

平日だからそんなに慌てる必要もないかなぁと思って。

あ。でも今、春休みだっけ???
急☆上☆Show!!の時、お昼前に行ったらまだ準備が出来てないから

夕方ぐらいに来てくださいって帰されたからね

遠いのに···｡

今日、全然寝てないのに全然眠くない。

鬱再発しそう。

眠れないと再発の可能性とかあるからねぇ。

怖いよ。

あたし、褒められて伸びるﾀｲﾌﾟって言ったら蹴り殺されるかなぁ。(笑
怒られると状況悪化。

なんか忠義でも落ち込むことってあるのかなぁ。



そりゃ、落ち込むこともあるよね???
でも気持ちの切り替え方の問題だと思うんだよね。

あたし、気持ちの切り替え方ﾍﾀｸｿだからいつまでも尾を引くし。

忠義に逢いたい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2010.03.30 Tue ﾌﾗｹﾞしたにはしたんですけど···｡

大倉担まひるですけどもー。

ﾌﾗｹﾞしたのに

まだ見てないってどーよ

お昼頃買ってきたんだけど

１５時に始まるメイちゃんの執事が見たくて

結局見なくてその後は眠くて眠くて

勝手に寝てたみたい。

ちゃんと特典ももらえました。

でもしょぼくてｶﾞｯｶﾘ。

にもDSにも貼る気にならず。

すでに引き出しに封印しました。(笑

まぁ、 はゆっくり見ます。

休みだとどうも体が油断して眠いみたいです。

でも次の日仕事ってなるとやっぱり夜眠れません。

だから１番いいのは休みの前日です。

まぁ、それでもよく眠れるってこともないんですけど。

ただ早起きしなくていいってゆー安堵感はありますね。

あたしの早起きは普通の人の早起きと感覚がまったく

違いますけどね。(笑



だいたい朝９時とかがあたしの中で早起きです。

あ。でも水曜日だけ朝７時前には起きますけど。

ｽｰﾊﾟｰ早起きくんです。(笑
寝ないで仕事に行くことも多々あります。

眠れないから。

なので水曜日はざっくりお疲れです

かと言って水曜日眠れるとも限らないとこが鬱の厄介なとこです。

あぁ。１日も早く薬なしで眠れるようになりたい···｡

そうそう、ﾄﾞｺﾓのｶﾀﾛｸﾞもらってきたんだけど

さっぱり。

何がいいのか全然わからない。

なんかしかもｶﾀﾛｸﾞとか説明書とか読むの嫌いだから

段々めんどっちくなってくんだもん。

どうもｱﾊﾞｳﾄ先生だからさぁ。

見ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.03.31 Wed 関ﾊﾟﾆも今日で最終回ですね。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

大倉担まひるですけどもー。

昨日、ｶｳｺﾝの を３〜４曲見て眠くなって

結局止めて寝た。

やっぱり的な感じ。(笑

で、今日は待ちに待ったｱﾝｱﾝを買ってきました。

あんまりあたし的忠義ﾍﾞｽﾄｼｮｯﾄはなかったけど

表紙だし、中身もたくさんあったし、

満足でございます。

あとﾈｯﾄで買ったさくらｶﾞｰﾙも届いてました。

今、聴きながらこれ書いてます。



なんか季節的に春って恋の季節って気がする。

やっぱり新学期とか始まって新しい出会いがあるからかなぁ。

もう就職しちゃうと後輩が入ってくるか

異動で新しい人がくるかぐらいしか

出会いなんてないんだけどね。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
楽しみなんて全然。

そしてやっぱり眠い。

水曜日はﾌﾞﾛｸﾞ書くのに適してない気がする。

すっごい眠いもん。

あたし的ｽｰﾊﾟｰ早起きの日だから。

でもこの夕方を逃すと全く眠れないってゆーね。

だからﾎﾝﾄはご飯もお風呂も入らずにそのまま寝たい。(笑
まぁ、そうゆうわけにもいかないんで

ご飯もお風呂も入りますけど。

眠いのでおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.04.01 Thu 指名手配されちゃった！

180

¥ 11,255,136

静電気発生し過ぎ罪
JUGEMテーマ：指名手配されました！

えぇ。静電気発生し過ぎて申し訳ございません。(笑
ちなみに今ｼｰｽﾞﾝは２回しか静電気出してないんだけどなぁ。

毎年何かしらｴｲﾌﾟﾘﾙﾌｰﾙのｲﾍﾞﾝﾄをやってくれるJUGEMさん。

今年は指名手配ですか???
やっちゃった。(笑

また後で記事書きますんで。

http://jugem.jp/theme/c227/14137/


2010.04.01 Thu 東京散歩の丸ﾁｬﾝに笑いつつ。

大倉担まひるですけどもー。

先ほどは失礼しました。

ﾀｲﾄﾙに驚いた方もいらっしゃるかと。(笑
JUGEMさんではｴｲﾌﾟﾘﾙﾌｰﾙに何かしらしかけてくるんですよ。

それを朝からﾜｸﾜｸしてたのはこのあたしです。(笑
たぶん見逃しちゃう方も多いと思うんですけど。

で、今日はまた左肩が痛くて上がらないんです。

まぁ、下げてても痛いんですけどね。

なのでちょっと右手で物を取ろうとして左手に体重かけると

すっごい痛いんです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
その逆も痛いんでもうﾀﾞﾒﾎﾟ。

１１日の日曜日に仕事休もうと思ってるんですが

また代わりを探してる最中です。

なんかこれやってる間にもうどうでもよくなるのが本音です。

すっごい誰に聞いてとか言われるのでめんどくさいです。

そう、まだｱﾝｱﾝをじっくり読んでなくて

でも会社にあんなｲｹﾒｿ男子が居たら毎日死んだう♥

宣言しなくちゃならないじゃんと思いつつ。

でもうちの会社は店長以上の人しかｽｰﾂじゃないんだよね。

普通の社員は私服で。

そういや、withの東京散歩を読んでてJr時代に丸ﾁｬﾝが

すばるんちに泊まりに行ったんだけど

すばるが起きたら早朝、丸ﾁｬﾝが学校があるんで。

ってｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｼｭｰｽﾞで走って帰ったって話に爆笑した。



さすが丸男。

東京散歩、来月もあるのかなぁ???
ちょっと楽しみにしてるんだけど。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.04.02 Fri やっとDVD見ました。

大倉担まひるですけどもー。

やっとｶｳｺﾝの 見た。

もう忠義のｱｯﾌﾟが惜しげもなくたくさんあって

大興奮でございます

何度鼻血が出るのをこらえたことか。

そしてやっかしtorn最強です

最後、その立ち位置ですか???
って聞きそうになったもん。(笑
相変わらずエロさ満載の大倉忠義と錦戸亮です。

山田の絡みも２か所ぐらいあってウハウハ

（↑丸山＆安田の漫才する時の名前。

そしてみんなからの温かい支えがあってこその413man。
涙なしでは見れないでしょ???
もう涙でｸﾞｽﾞｸﾞｽﾞになって見ました。

で、また睡魔ですよ。(笑
とりあえず頑張って最後まで見て

メイちゃんの執事の最終回も見て

今、ｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞです。

そんなわけでちょっと寝ます。

しっつれーい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.04.04 Sun 大好き。

大倉担まひるですけどもー。

疲れたぁー。

今日、結局冒険JAPAN途中までしか見れなかったもん。

朝９時ぐらいに起きてたんだけど

あまりの眠気に１０時半まで寝た。

１５分ぐらいは見たんだけどね。

しかも最悪。

全く覚えてない。

暇みつけて見ます。

そういえばKAT-TUNのｶﾚﾝﾀﾞｰ、

日めくりなんだけど今日がじゅんので。

それがすっごいﾓﾃﾞﾙさんみたいなの♥

顔もｼｭｯとしてて小さいし、

背も高いし、ｽﾀｲﾙいいし。

あたしはじゅんののこと好きだったことに

間違いはなかったと思ったね。

なんか今までいろんな人好きになってきて

気が多いって思うかもしれないけど

でもあたしは間違いだと思ったことはないし、

今でもその好きだった人達のことは気になるし。

それは１０年以上経っても変わらない。

その当時は全力で応援してたことに間違いはないし。

で、新しい出会いが出来て。

それでも気持ち１００％で忠義のこと応援してるのも

間違いないし。

なんか言葉で表すのも難しいんだけどね。

今までの過去の人を好きだったあたしがあるから



今につながってるんだなぁって思う。

そう。庭の桜の木の写真撮ろうと思ってたんだけど

なんかすでに散り気味に。

なんかひいじいちゃんの時代から植えてある桜だから

老木化しつつあって桜が咲いてもすぐ散っちゃうんだって。

はかないよねぇ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.04.06 Tue 貧乏暇なし。

大倉担まひるですけどもー。

東方神起がとうとうﾊﾞﾗﾊﾞﾗになってしまいました。

すごく悲しくてまだ気持ちの整理もついてないんですけど

またいつか５人で活動してくれたら

いいなぁと祈るばかりです。

ずっと解散の噂が出ててそれで今回の活動休止。

やっぱり悲しい。

あんなに仲良かったのに。

やっぱり５人のｺｰﾗｽがあってこその東方神起だと

あたしは思ってるから。

ｼﾞｭﾝｽ、ﾕﾁｮﾝ、ｼﾞｪｼﾞｭﾝ、ﾁｬﾝﾐﾝ、ﾕﾝﾎは永遠です。

ﾌﾞﾛｸﾞ、ｻﾎﾞﾘ気味でｽﾏｿ。

忙しかったのと東方神起の活動休止のｼｮｯｸと

疲れから書く気になれなかっただけです。

やっと休みになって時間が出来ました。

でも今日、 行ってたけど。

しかも１度朝７時ぐらいに起きて

休みだと気づいて２度寝。

行く準備してから

３度寝。

結局１４時半に 行って

１６時に帰ってきました。

で、やっとお昼ご飯食べて現在に至ると。

一応庭の桜の木の写真撮りました。



だいぶ散っちゃってるでしょ???
あたしが引っ越してきた頃はまだすっごい満開の桜が見れたんだけどね。

残念です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

忠義と並んで桜並木を歩けたら幸せだなぁ。

（↑想像中。

(‾ー‾)ﾆﾔﾘ
夏は浜辺を歩きたいし、

秋はイチョウ並木を歩きたいし、冬はｸﾘｽﾏｽの電飾でいっぱいの道を

歩きたい。

忠義とやりたいこと行きたいとこなんて山程あるよ。

まぁ、夢は夢なんですけどねぇ。(笑

先週、 を買いに行った時、

ﾚｼﾞの横にNEWSのｶﾚﾝﾀﾞｰが売っててちょっと欲しいなって思ったんだけど

に気持ち奪われてたので

何も考えずに買わなかったんだけど

今考えたら買えば良かったなぁと。

でもさすがに片道３０分かかるお店に再度行く気になれず。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
ｱﾏ○ﾝで買おうかなぁ。

まだ売ってるかなぁ。

でもそれ買ってたらｷﾘがなくて

ｼﾞｭﾆｱのｶﾚﾝﾀﾞｰも欲しいんだよね。

健人くんが見たいから。

やっぱり諦めよう。

お金ないしなぁ。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.04.08 Thu 欲しいよー。

大倉担まひるですけどもー。

平日もっそい遅い帰りのあたしの唯一の

楽しみの深夜番組。

それが最近全然面白くないのー

宿題くんも終わっちゃったしさぁ。

ｶﾂｶﾂも終わっちゃったし。

残念無念よ。

つーか本気で女の子の日がこないんですけど。

絶対ｽﾄﾚｽだ。

きたらきたで大騒ぎなんだけど

こないと不安になるので早めにきてください。

つーか今度のKAT-TUNの新曲に仁ﾁｬﾝが参加しないと

聞きさらに愕然とするあたし。

なんかしかも武者修行に出るとかで１０月まで帰ってこないとか。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
なんか都合がつけばｸﾗﾌﾞﾊｳｽ周りをするとかしないとか。

(↑何この曖昧情報。

だって寝起きに植えつけられた記憶なんですもん。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
さびしーよー。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
ﾛｸｰﾝじゃないKAT-TUNなんて

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞのかかってないｻﾗﾀﾞのようだ。

美味しくないー。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
友＆仁も我慢したのに。

なのに渡米しなくてもいいやんけ。

ｵﾗｵﾗｵﾗｵﾗ。

（↑ﾔﾝｷｰみたくなってる。



まぁ、仁ﾁｬﾝのｺﾒﾝﾄも読みましたよ。

ｱﾒﾘｶでのﾗｲﾌﾞは夢でもあるって言ってたっけ。

応援するけど

だって倉義が予定ないんですもん。もん。もん。もん。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
そりゃ、大奥も待ちますけど。

ぐふぉ。（吐血

いいもん。またtorn見ながら吐血してるから。

明日、ｦﾀ誌買ってこよ。

(‾ー‾)ﾆﾔﾘ

なんかヲ友達のゆんﾁｬﾝ（＠倉義）のﾈｲﾙがいつも可愛くて好きだ。

あたし職場でﾈｲﾙが一切ﾀﾞﾒで。

透明なのもﾀﾞﾒなの。

だから全然やらないから全然うまくならなくて

つまんないﾈｲﾙしかできないの。

非常にｶﾞｯｶﾘｰｽﾞである。

いいなぁ···｡ゆんﾁｬﾝ。（笑

（↑ｷﾓｲなあたし。

今、すごく欲しいものがあって。

ｹﾞｯﾄ出来るかどうかわからないんだけど

とりまえずがむばる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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ｸﾘｯｸお願いします。
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2010.04.10 Sat ｳﾞｨﾄｰﾝ。ｳﾞｨﾄｰﾝ。

大倉担まひるですけどもー。

昨日なんて眠くて２０時ぐらいに寝ちゃった。

で、途中喉乾いて目が覚めてまた寝た。

あたしのすごく欲しいもの。

別に普通ですよ。(笑
ｳﾞｨﾄﾝの財布です。

前に持ってたｳﾞｨﾄﾝの財布が壊れたので

ﾔ○ｵｸに出てたんで買おうと思ったんだけど

結局落札出来ず。（ﾁｰﾝ

今もﾏﾏﾝに買ってもらった財布があるんですけど

ﾏﾏﾝ、ｺﾞﾒﾝ。

もっそい使いづらいんです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
財布にお札入れておくと両端が曲がって

ATMが受け入れてくれなくなるんです。（笑

どんな財布だよって話ですよね。

まぁ、またﾁｬﾚﾝｼﾞします。(笑

なんかすっごいもったいつけた書き方してすみませんでした。(笑
あとぶっちゃけゆんﾁｬﾝ（＠忠義）を手本にしてﾈｲﾙｾｯﾄも欲しかったりする。

まぁ、どこにして行くんだ???って話ですけども。

ｴｲﾄｺﾝなんて最近年１回だしなぁ。

でも女の子ですもん。

憧れるよねぇ。

やらなきゃうまくならないし。

しょうがねぇなぁ。

倉義のためなら乙女磨きも頑張ります寄って煮。

ﾃﾍﾍ。



つーか女の子の日が

ｷﾀ━━━(;´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀)━━━━!!!たぶん。(笑

もうﾎﾝﾄに３月分はこないんじゃないかと思ったよ。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

また後で。

たぶん。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.04.11 Sun 完璧な独り言でｽﾏｿ。

大倉担まひるですけどもー。

今日はやっと仕事の休みが取れて

まったりと過ごしています。

もうずっとｽﾄﾚｽ溜まりっぱなしだったんで

今日はのんびりゆったりと過ごそうと決めてました。

まぁ、それでも１日なんてあっという間なんですけどね。

ﾎﾝﾄは月曜日に休みが欲しかったんですけど

月曜日だけは外せないんですよねー。

２１時半までｶﾞｯﾂﾘ仕事です。

日によっては２２時まで仕事です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
それでも次の日休みかと思うとなんてことないんですけど。

もしくは木曜日に休みがとれたら２連休になったし。

そこもなかなか休めないんですけど。（笑

今日の休み決まったのも今週の木曜日だったし。

ﾎﾝﾄ、ｷﾞﾘｷﾞﾘですよ。

あまりにも民放が面白くなかったので

NHK教育の二胡教室見ちゃったじゃない。

しかも結構面白かったし。(笑

先週なら面白いTVやってたのに。

あ。１７時からﾊｶﾞﾚﾝやるから見なくちゃ。

久々のﾊｶﾞﾚﾝだなぁ。

そんなわけで暇児福原がお届けしました。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.04.12 Mon １円ｵｰｸｼｮﾝに駄々はまり。

大倉担まひるですけどもー。

１円ｵｰｸｼｮﾝでＴＶを狙ってるんですけど

たぶんﾀﾞﾒだわー。

今、３０円ぐらいになってて

別に金額はたいしたことないんだけど

そんなに入札出来る程の権利もないし、

（↑残り３回のﾁｬﾝｽのあたし。(笑
終わるのが深夜３時なんだけど

みんながみんな入札してたら

すっごい時間が自動延長になって

さっき見てたら３秒ぐらいだったのに一気に４０分まで

延びた。

それ見てたらやる気失せた。(笑
４０型のTV欲しかったなぁ。

なんか他にもTV出てたからまたﾁｪｯｸしてみます。

でもTV落札したらｱﾝﾃﾅも買わなきゃﾀﾞﾒだよね???
(↑いらぬ心配。

ちょっと１円ｵｰｸｼｮﾝにﾊﾏってるあたし。

明日仕事じゃなきゃ頑張ったんだけどなぁ。(笑
なんか権利も買えるんだけどねぇ。

なんかそろそろ地デジの心配をしてみたまひるたそです。(笑
遅い???（笑

そうそう、ヲタ誌なんだけど

なんだっけ???もっそい忠義のﾋﾞｽﾞがｽﾃﾁなのがあったのよ。



思わずため息がこぼれたね。（笑

（↑どんだけ変態。

ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ抱いたやつなんだけど

すっごいかっこよかったぁー♥

きゅんきゅんきゅんです♥

あ。今見たらＰ誌だったみたいです。

ﾎﾝﾄに死ぬほどｶｯｺｲｲから。

みんな見て!!!!!（笑

最近忙しい＆疲れてて

ﾌﾞﾛｸﾞも１日おきぐらいじゃないと書けないぐらい。

毎日とか無理っす。

ｵｯｽ。ｵﾗ悟空。

とか言ってると職場のＭ氏にどつかれるんだよなぁ。（笑

あぁ。そろそろ母の日のお花探しに行かなくちゃ。

今年は何にしようかなぁ。

あ。今日は完璧暇児福原だったけどね。

ﾏｼﾞずっとﾜﾝｾｸﾞでTV見てた。

ﾊｶﾞﾚﾝも面白かったしなぁ。

ﾊｶﾞﾚﾝってｷｬﾗ濃ゆくて好き。

あたし的ﾀｲﾌﾟはﾏｽﾀﾝｸﾞだけどね。

あとｱﾙの声が好きでｴﾄﾞも好き。

あたしが初めてﾊｶﾞﾚﾝ見たのがまだ２巻ぐらいまでしか

出てない時でｾﾌﾞﾝで立ち読みしてﾊﾏったの。

漫画だとｱﾙの声ってわからないけど

ｱﾆﾒになるとすっごい体格の割りに可愛い声してるから

びっくりするんだけど。

で、実はﾌﾞﾛｸﾞ書きながら１円ｵｰｸｼｮﾝを見てるんだけど

長時間格闘の上、一眼レフが８６７円で落札されてた。

でも落札した人、自動入札にしてたから



たぶんすっごいたくさん入札の権利持ってた人だと思う。

だいたい５０権利で２５００円ぐらいなんだけど

１００以上は持ってたと思う。

まぁ、普通にTV買うこと考えたら

１００権利ぐらい買っても安い方だと思うけど。

そんなわけでお財布と相談しながら···｡（笑

今、もっそい なんだもん。

それなのに来月にはROMESのDVD-BOX。
久々にどS成嶋が見たくなったなぁ。（笑

これも携帯に入ってるんだよね。

あたしの部屋、NHK映りがすっごい悪くて毎週ﾜﾝｾｸﾞに録画して

見てたから。

だから今度TV買ったらそれだけは改善していただきたくー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.04.12 Mon ちくそー。

大倉担まひるですけどもー。

今日、朝４時ぐらいまでTVの入札頑張ってみたんだけど

全然ﾀﾞﾒだった。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
やっぱり３回のチャンスじゃ全然。(笑
また機会みて頑張ってみるわ。

しかも今日仕事だったから最後まで見届けられなかったしね。

それが残念で。

しかし、今日は寒かった。

外に出たら雨風ﾋﾞｭｰﾋﾞｭｰ。

ちょっと仕事に行くのためらったもん。(笑
いや、ちゃんと行きましたけどね。

（↑当たり前です。

今、ﾋｰﾀｰついてるもん。

４月も半ばになろうとしてるのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

つーかﾃｺﾞﾏｽのﾐﾆｱﾙﾊﾞﾑ予約してたの忘れてた。

なのに。

なんか予約物が多くて今、ｴｲﾄ魂とか言われても全然お金ないんですけど。

さすがに夏ぐらいには何かありそうでしょ???

と言ってももっそい なのに。

なんか空（＠章大）と今年はﾗｲﾌﾞ行けないかもねって話もしてたし。

そう。結局女の子の日まだきてないの。

(ﾟдﾟlll)ｶﾞｰﾝ
なんかお腹痛かったりはするんだけど全然。

もう３週間ぐらい遅れてるんですけど。

今までこんなに遅れたことないから不安。



もうﾁｷﾝだから職場のﾌﾟﾚｯｼｬｰに参ってる。

たぶん原因はそこ。

もう昨日休みなだけですっごい今日ﾗｸだった。

やっぱり骨休みは必要ね。

時々何もないとこで休まないと死んじゃう。

（↑大げさ。

でも鬱がひどくなるのは確か。

明日は水嶋ヒロくんの２６歳の誕生日だ。

結婚したのが誕生日前だったから

もう結婚して１年になるんだね。

あたしの中では常に理人様だけどね。(笑

来月にはヨコと忠義の誕生日も控えてることだし。

ヨコも最後の２０代を迎えるんだね。

なんかﾎﾝﾄ永遠のﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝだよなぁ。

まだ学生服とかいけそう。

大倉さんは常に鶴岡で。(笑
なんかもっそい怒られてるらしいね。

ちくそーと言ってる分には大丈夫かなぁと。

でも慣れない時代劇のお芝居だから怒られてなんぼだよね。

仕事人とは勝手が違うし。

ってお前に何がわかるって言われそうだけど。

あたしも毎日ちくそーと思いながら頑張ってます。

忠義もくじけないで。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.04.13 Tue 忠義ﾈﾀがない···｡

大倉担まひるですけどもー。

携帯、機種変してきた。

今まで白のｽﾗｲﾄﾞ式のやつ使ってたんだけど

今度は黄色のﾊﾟｶﾊﾟｶです。

それに決めて手続きしてる間に黄色のｽﾗｲﾄﾞ式で

いいやつが見つかって変えてくださいって

言いたくなったもん。(笑
いつもならﾃﾞｺるとこだけど

今回はﾃﾞｺらない。(笑
なんかだって黄色が可愛いんですもん。

まだ画像が全然入ってないので待ち受けはとりあえず

忠義の後ろ姿で。(笑



今日、１回朝５時に起きて活動しようかと思ったけど

それは何でも早過ぎだろ???
と思って２度寝。

で、９時に起きて活動。

そんなわけでいつもより時間が長く感じる。

５時に一度起きた分だけ。(笑
いつもの休みならお昼すぎまで爆睡なのに。(笑

でも今日、書くことが全然浮かばない。

特に忠義ﾈﾀがない···｡

あ。そうそう、山梨ではちょんまげぷりんがやらないのー

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
もう昨日ちょんまげぷりんのHP見て亮ﾁｬﾝ可愛い〜♥

って胸踊らされてたのに劇場のとこ見たら

山梨の名前がな〜い。

もう行く気満載だったのにー

なんか大奥も不安になってきたなぁ。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
誰かあたしの分も前売り買ってくださーい。

(↑ずうずうしさ特大。

お金払いますんで。

特典のちょんまげぷりんが欲しいんです

ついでにいいよって言う親切な方いらっしゃたら

お願いします。（切実

そういや、ヨコちょ、ﾊﾟｰﾏあてるって言ってたけど

どうなったんだろ???
あたしはｽﾄﾚｰﾄの方が断然好きなんだけど。

なんか忠義には髪形なんでもいいとか言っておきながら

他ﾒﾝには厳しいあたし。(笑
自担甘甘なんだねぇ。(笑
そんなこともないんだけど。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.04.14 Wed 所詮ｴｲﾄｦﾀ。むしろ大倉ｦﾀ。

大倉担まひるですけどもー。

今日はねむねむの水曜日です。(笑
でも明日お休みもらえたんでゆっくり寝たいと思います。

そうそう、新しい携帯が不便なんです。

今までは写ﾒを撮ったらそのままのｻｲｽﾞでﾌﾞﾛｸﾞにＵＰ

出来たんですけど

今度の携帯は大きすぎるか小さすぎるかなんです。

だから１度ｻｲｽﾞ調整しなくちゃならなくて。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
すごいめんどくさいんです。

そうゆうことってｶﾀﾛｸﾞでもわからないし、

店頭でもわからないじゃないですか???
ﾌﾞﾛｸﾞが流行ってる世の中で写ﾒの大きさは

ｶﾀﾛｸﾞでもわかるようにしていただきたいと思う次第であります。

(↑今日届きたてのﾎﾟｰﾁﾀﾞｯﾌｨｰのｵｵｸﾏｺｽです。

めっちゃ可愛くないですか???



あたしの一目惚れです。

またあたしのｶﾜｲｺﾁｬﾝｺﾚｸｼｮﾝに加わりました。

なんかﾎﾟｰﾁﾀﾞｯﾌｨｰがＴＤＳではもう売り切れらしくて。

もうふわふわで可愛い子なんですって

ﾃﾃﾞｨﾍﾞｱ好きの大倉忠義さんが見ても絶対惚れると思います。

しかもｵｵｸﾏｺｽだし。(笑
きゃっきゃ。(○´艸`)♥

あ。ちょんまげぷりんの前売り買ってくれる方

見つかりました。

お騒がせしてすみませんでした。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
はる（＠すばる）よろしくお願いします＞＞もっそい私信

久々にｼﾞｬﾆ曲ばっかりのiTunesを聴いてます。

他のｱｰﾃｨｽﾄの曲も入ってるんですがﾌｧｲﾙをわけてあるので

今聴いてるのはｼﾞｬﾆ曲だけです。(笑
それだけでも９００曲は超えてるので

聴きごたえがあります。

（↑ｦﾀｸ丸出し。

なんかそういえば昨日ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟに行ってきたのですが

写真立てのﾃﾞｼﾞﾀﾙでどんどん写真が変わるやつあるじゃないですか???
あれが月々４９０円で売ってたのかな???
借りるのかな???
まぁ、とにかくあったわけですよ。(笑
ちょっと欲しくなりました。

忠義の写真ばかり入れて楽しもうかと。

また近々ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟに行って吟味してこようと思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.04.16 Fri 携帯復活。

大倉担まひるですけどもー。

今週ほぼ仕事がお休みの福原ですけどもー。

亮ﾁｬﾝじゃないけど休みが続くと不安になるからやめて。(笑

つーかさっき 行ってきたんだけど

何???この寒さは。

いつもの調子で手袋しないで行ったら手が凍るかと思ったよ。

もう 降りそうな勢いだよ。

で、携帯に不具合が出ててﾄﾞｺﾓに問い合わせてる最中なんですけど

すでにたらい回し状態。

ちなみに今、ﾄﾞｺﾓからの電話待ちです。

今、ﾄﾞｺﾓから電話あって解決したよー。

どうやらCokkieが無効になってたために

接続出来ないｻｲﾄがあったみたいで。

それも有効にしたので解決しました。ﾃﾍﾍ。

最近は説明書も薄くなりそんなことは説明書に

載ってるわけもなくー。

便利とゆーか不便とゆーか。

しかも新しい携帯、ﾜﾝｾｸﾞの録画が出来ずー。

確実に不便になってますやーん。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
なのでいざとゆー時は古い携帯にお願いするしかなくー。

不便。不便。

なんか昨日、ジェジュンの出てるﾄﾞﾗﾏ、ちょっと見たのね。

なんかちょっとﾗｽﾌﾚを彷彿とさせる感じで怖くなって



見るのやめた。

絶対泥沼だぁー。

絶対誰かが死ぬとか死なないとかそんな話だよー。

こえぇよ。

なんかそういや、ｼﾞｪｼﾞｭﾝとﾕﾁｮﾝとｼﾞｭﾝｽで

新しいｸﾞﾙｰﾌﾟ作ったのがｼｮｯｸで。

結局ﾕﾉﾕﾉとﾁｬﾝﾐﾝを外したかっただけなんだなぁと思ったら

悲しくなった。

なんかそう思ったら東方神起で５人復帰はない

気がしてきた。

今日、ｴｲﾄごと何も話してないけど

ｺﾞﾒﾝ。

たぶん寝る。(笑
もしくはｺﾅﾝ見てると思う。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.04.19 Mon 大倉忠義。うん。いい名前だ。

大倉担まひるですけどもー。

あたしは忠義って名前すごく好きだし、

大倉家の忠の字をついでる忠義も好きです。

そしてそんな話を惜しげもなく話す

忠義ﾊﾟﾊﾟも好きです。

突然の入りでｽﾏｿ。

なんか昨日、忠義ﾊﾟﾊﾟの話見て感動して

相方空（＠章大）に報告しようと思って

忙しくて結局報告出来てません。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
昨日は体調が悪く、その前の日はｱﾚﾙｷﾞｰで

目がやられてﾌﾞﾛｸﾞ書けませんでした。

今日はﾊﾞﾘ健康です。(笑
しいて言うなら左肩が上がらないだけです。

それは健康とは言わない???
まぁ、左肩なんていつものことだし。

友達のﾊﾞｲﾄしてるお店の沢庵がめっちゃ美味しくて

今日、わざわざﾀｯﾊﾟｰに入れて持ってきてくれたの。

早速帰ってきてご飯の時食べたんだけど

めっちゃ食が進む。(笑
また肥えちゃうかなぁ。(笑

あ。まだこの間の∞MAP見てないから見なくちゃ。

山梨でも今日の夕方から始まったんだけど

ﾃﾚ朝も見れるから２回見れることになるの。

まぁ、２回見れるって言っても月曜日は仕事中なんですけどね。

そうそう、ずっと忘れてたんだけど

携帯からのﾃﾝﾌﾟﾚにﾘｱﾙつけてたんだけど



ﾃﾝﾌﾟﾚ変えてからすっかりつけるの忘れてて。

今頃気づいてみましたけど何か???

結局、金曜日、コナン見なかったんだよね。

眠すぎて。

しかも録画もしてないなんて···｡

あたしにしてはあり得ない失敗。

最近失敗多いなぁ。（笑

相葉ﾁｬﾝが出た時のはなまるもそうだけど。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.04.22 Thu ﾈﾀがない。やる気がない。

大倉担まひるですけどもー。

最近ﾌﾞﾛｸﾞｻﾎﾞり気味ですみません

なんとなく書く気力がわかないとゆーか。

ﾊﾟｿは立ち上げるんだけどすぐｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝしちゃうんだよね。

それがこんなにも続くなんてあたしにしては珍しくー。

ﾊﾟｿがないと生きていけない女のはずなのに。(笑
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ﾃｺﾞﾏｽのあいを買いました。

何調子にのって２種類買ってるんでしょ???(笑
通常盤だけで良かったのになぁ。

あたし的には「ﾁｰﾀｰｺﾞﾘﾗｵﾗﾝｳｰﾀﾝ」が好きです♥

つい口ずさんでしまう歌です。

勢いだけで歌える歌です。(笑
あと「Chu Chu Chu!」が可愛くて好きです。

なんかやっぱりここぐらいまで書くと書く気が失せる。

なんでだろ???
ﾈﾀも浮かばないし。

最近の楽しみと言ったら

まひるたそのｶﾜｲｺﾁｬﾝｺﾚｸｼｮﾝと戯れること???
ｵｵｸﾏのたっくんとヲ友達に誕生日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄでいただいたｹｱﾍﾞｱﾁｬﾝと

水夢くんとｵｵｸﾏｺｽのﾀﾞｯﾌｨｰﾁｬﾝ。

もうかわるがわる抱きしめてKichuしております。

その姿はまるで酔っ払い。(笑
もしくはｾｸﾊﾗ親父。

ぬいぐるみに甘える２６歳女子。

寂しい···｡寂しすぎる···｡

ﾎﾝﾄは忠義の腕枕か尻枕で寝たいんです。

絶対忠義の尻枕は快適なはず。



あ。でも最近痩せちゃったからどうだろ???
昔はﾌﾟﾘｯﾌﾟﾘのお尻してたのに。

私信

Chikaさん（＠忠義）

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あたしは丸ﾁｬﾝとﾀﾒの２６歳です。＞＞もっそい私信。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.04.22 Thu ちょっと元気になりました。

大倉担まひるですけどもー。

ちょっと元気出てきた。(笑
（↑単純。

励ましのｺﾒﾝﾄありがとうございます。

すばるの交通事故もお互い怪我とかも

なかったようで安心しました。

ﾎﾝﾄ最近ｼﾞｬﾆﾒﾝの交通事故多いので気をつけてくださいね。

寿命が縮まります。

あたしが忠義の香水で最後に知ったのが

ｴﾗﾐｶｵのyujinっていうやつのﾜｲﾝﾚｯﾄﾞのﾎﾞﾄﾙのやつだったんだけど

最近かどうかわからないんですけど

忠義の香水候補に「ﾗﾝﾊﾞﾝ　ｴｸﾗ　ﾄﾞｩ　ｱﾙﾍﾟｰｼﾞｭ」ってやつがあるみたいですね。

なんか爽やか系の匂いらしいです。

また香水つけすぎてタカさんからご注意受けなければいいけど。(笑
ちなみにこれは某ﾌﾞﾛｸﾞさんに書いてあったので

聞き伝えの更に聞き伝えなので確実ではないんですが。

誰か忠義の香水事情に詳しい方ﾌｫﾛｰよろしくお願いします。

私信

あずささん（＠忠義）

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

頑張ります。＞＞もっそい私信

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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ランバン　エクラ　ドゥ　アルページュ　30mlEDP-SP
この商品の他のレビューをみる»

評価： 
---
ランバン

¥ 1,980 
()
コメント：大倉忠義くんが使ってると言われてる香水だそうです。無条件に欲しくな

りますよねぇ。。。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0020J0IP6/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0020J0IP6/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/B0020J0IP6/


2010.04.25 Sun 身悶えした瞬間。

大倉担まひるですけどもー。

もっそい早起きな福原です。

まだ４時台です。

なんかあんまり熟睡出来なくて何度も何度も

目が覚めるので起きてしまいました。

まだ仕事まで時間あるから、眠くなったら

寝ればいいし。

まぁ、出来れば∞MAPまで起きていたいですけど。

最近早く寝ることが多くて

ﾌﾞﾛｸﾞ書く時間も余裕もあまりありません

まぁ、１番はﾈﾀなしなんですけどね。(笑
まだ先週の∞MAPも見てないですし。

忠義の雄姿を。

ﾘﾍﾞﾝｼﾞ、岩茸。(笑
しかも妖精ｺﾝﾋﾞなのに。

あの妖精姿は後何回か見ておきたかったなぁと思って。

もうただﾁｬﾝ＆章ﾁｬﾝが可愛過ぎて。

１回じゃ満足できない。

きゅんきゅんきゅん♥

あれこそはDVD化して欲しい舞台だったなぁと思って。

あと各自のｿﾛｺﾝ。すば倉BAND、ﾌﾗﾌﾗ。

これはやっぱDVD化して欲しいもの達。

亮ﾁｬﾝのｿﾛｺﾝなんて昔過ぎてやったことさえ

知らない人とかもいるでしょ???
１番最初にやったんですよー。(笑
あとNEWSの１番最初のDVD、白いﾊﾟｯｹｰｼﾞのやつ。

あれにｴｲﾄの楽器隊が出てるんですよー。(笑
たぶんNEWSの初ｺﾝの映像が入ってるんだけど



それに忠義と丸ﾁｬﾝとやっすんが出てるの知って

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙってなったもん。

まさか出るとは思わなかったし。

出てるよーって聞いて今更ﾁｹないし、

どうにもこうにも。

さすがにあの時は焦りました

空（＠章大）と２人で身悶えしてました。(笑
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

なんだかんだ起きてから１時間１５分が過ぎました。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.04.25 Sun ｵｻﾚな小学生だったのに···｡

大倉担まひるですけどもー。

結局今日、∞MAP見れたぁー。

寝なかった。

今日はヒナﾁｬﾝと亮ﾁｬﾝでした。

なんか常に気になってたのはヒナﾁｬﾝの鼻の頭が真っ赤だったこと。

亮ﾁｬﾝは平気だったのに。

寒いの???何???ってずっと思ってた。

確か、あさり取るやつは（名前忘れた）おしゃれｲｽﾞﾑでも

見たことあるんだけどすっごい力いるみたいね。

ヒナﾁｬﾝが結構早めにｺﾂ掴んでたね。

そして相変わらずﾁｬﾘ移動。

なんかお味噌やさんに行った時がめっちゃ面白かった。

めっちゃﾌｧﾐﾘｰでやってて長女の旦那さんとか次女の旦那さんとかも居て

ｶﾞｯﾁﾘ固めてますな発言のヒナﾁｬﾝがﾂﾎﾞ。

なんか一瞬亮ﾁｬﾝが関西弁じゃない時あったよね???
なんとかでさぁ〜。って言ってたよね???

さぁ〜って言った???

って思ったもん。(笑
いや、全然いいんですけど。

気になる人によればあたしはもっそいさぁさぁ言ってるらしいです。

だから亮ﾁｬﾝのさぁが気になっただけです。

で、ぼんやり仕事行ったら怒られー。

１分ﾚｼﾞでお客さん待ってると怒られるんだよねぇ。



売り場に出ろって。

だから全然油断とか出来なくて。

売り場で立ち止まってても怒られるし。

常に動いてろって言われるんだけど

なんかそれに対していつも疑問を感じる。

だから女の子の日が来ないんだろうなぁ。

で、ｸﾀｸﾀに疲れて帰ってきてｼｰｸﾚｯﾄｴｰｼﾞｪﾝﾄﾒﾝを聴く。

亮ﾁｬﾝ、声変わりしてないよー。

たぶんあたしの記憶では亮ﾁｬﾝ、１６〜１７歳ぐらいまでは

小さかったよね???
あたしが遭遇した時、ｵｻﾚな小学生だったもん。(笑

私信。

chikaさん＞＞ﾒｰﾙ届いてないみたいなんですけど

右側のﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙくださいました???＞＞もっそい私信。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.04.29 Thu ３日ぶりに書きます。

大倉担まひるですけどもー。

ちょいご無沙汰してます。

すみません。

それでも観にきてくださる方がいることが

すごく嬉しいです。

ありがとうございます。

なんかずっと早く寝ることにしてて

ﾌﾞﾛｸﾞもろくろく書けずに居ました。

今もﾌﾞﾛｸﾞを書くこと自体あまりﾋﾟﾝときませんが

あまり休むと更にﾌﾞﾛｸﾞから遠く離れていってしまう気がして

今日は奮起して書くことにします。

（↑大げさですか???(笑

そうそう、携帯がもっそい不便なのです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
携帯買ってからこの不便ですって言葉を何度口にしただろう。

事件は火曜日に起きたんですけど

ﾄﾞｺﾓってiﾁｬﾈﾙって言って文字ﾆｭｰｽが買って１週間だけ流れるんですね。

それが２週間経っても止まらなかったので

またﾄﾞｺﾓに ですよ。

で、それは消えたんですけど

今度は日付が出てこないんですよ。

時間だけで。

で、それも聞いたんですよ。

そしたら待ち受け画面にﾃﾞｰﾝと日付と時間が出て

移動も出来ないんですよ。

えぇぇぇぇぇぇえー。



ですよ。

結局忠義の待ち受け辞めて元々入ってる画像を待ち受けにしました。(ﾁｰﾝ

そんなバナナー ですよ。

ざっくりと可愛いのは見た目だけで

もっそい可愛くないやつです。

もうｲﾔｰ。絶対前の携帯の方が使いやすかったー。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
やっぱり携帯買うならPかNだと思います。

Lなんてわけわかんねー。

しかもﾊﾞｰ^ｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰが全然読み取れない。

我ながらﾁﾈﾊﾞｲｲと思いました。

ここ３週ぐらい木曜日が早番なので

水曜、木曜と早起きで眠いです。

でもだいたい２３時前には寝てるんですけど。(笑

明日は だし。

全然ゆっくりできねぇと思ってたけど

ゆっくりしすぎて時間がないってことに気付きました。

早く寝ちゃうから時間ないってことに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

でも最近夕飯食べる前に薬飲むことにしてて

そうすると夕飯食べてしばらくすると眠くなるんですね。

だから余分に薬飲まなくて済むんですよ。

そんな事情から早く寝ることにしてるんですけど

全く何も出来ません。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

そんなわけで最近忠義のこと考える余裕もなくて

全然顔も見てないですもん。

あてくしとしたことが

あ。そうでもないなぁ。(笑
昨日、「torn」は見た。(笑
３回ぐらい。

そこは欠かさず。(笑
なんかそういや、去年の今頃だよね。



no-no-noの解釈の違いで謝ったこと。

今考えたら全然謝ることじゃなかったのに

指摘されてﾊﾟﾆｸったってゆーか。

なんか情けなくなったわ。

謝ったこと自体が。

なんで自分の解釈を信じられなかったんだろうって。

忠義、ゴメン。

そうそう、ﾎﾟｽﾍﾟ、全然使ってないから

解約しようと思ったんだけど

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞがわからねぇー。(笑
結局so-netに聞く羽目に。

自分の記録用に書きます。

２４日のヨコのｿﾛｺﾝ国際ﾌｫｰﾗﾑの１部に

ﾒﾝﾊﾞｰ６人が揃って駆けつけたとのこと。

いいなぁ。

生ただﾁｬﾝが拝みたいもん。

私信＞＞chikaさん

やっぱりﾒｰﾙ届いてないみたいです。

自分で試しに送ってみたんですけど

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑに問題はないみたいで。

お手数かけますがｺﾒﾝﾄにﾒｱﾄﾞを入力していただけますか???
そしたらこちらからﾒｰﾙ送ります。

入力していただいたﾒｱﾄﾞはあたしにしかわからないので

安心してください。

よろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.04.30 Fri 大倉忠義の視線に翻弄される朝。

大倉担まひるですけどもー。

午前中は に行って本屋に行って

ヲタ誌諸々やっと買ってきました。

で、とりあえずwithだけ見たんですよ。

ぶふぉ。（吐血

何???あの横たわってｴﾛｲ目線でこっちを見る男は。

久々に見た。

忠義のｸﾘｰﾝﾋｯﾄ。

ﾏｲﾂﾎﾞ。

かっこよすぎるんだよー。

あの男は。

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

しばらくこれで生きていけます。

ネ申様ありがとうー♥

もう神様、大倉様だよ。

ただよっちゃんｽﾃﾁ♥

キュ━.+゜*(о゜д゜о)*゜+.━ン 

忠義さんはあたしを朝っぱらから視線だけで殺す気ですか???
これを生で見れたら死んでもいいです。

あんなｴﾛｲ視線送られたら襲いたくなっちゃう♥(笑
うっきゃんきゃん。

あのﾘﾗｯｸﾏ野郎め。

（↑勝手にﾘﾗｯｸﾏ呼ばわり。



あぁ。TDSに行きたい。

ﾀﾞｯﾌｨｰﾁｬﾝと写真撮りたい。

前はﾃﾞｨｽﾞﾆｰのｷｬﾗだとﾄﾞﾅﾙﾄﾞかﾁｯﾌﾟとﾃﾞｰﾙが好きだったんだけど

最近はﾀﾞｯﾌｨｰにご執心♥

ﾊｸﾞしたいもん。

あ。ﾎﾟｰﾁﾀﾞｯﾌｨｰもまた販売始めたみたいですね。

あたしは毎日頭ｸﾞﾘｸﾞﾘやりながら寝てます。

おやすみのkichuも欠かしません。

ﾘﾗｯｸﾏ野郎とTDSに行きたいなぁ。

一生のお願い。

行って!!!!!（切実

お約束のｸﾞｰﾌｨｰやー。もかましてくれるとありがたい。（笑

(↑小馬鹿にしすぎ。

とりあえず愛しのﾘﾗｯｸﾏ野郎とTDSに行くのが最大の夢です。

で、ﾎﾃﾙであのｴﾛｲ視線を送っておくれ♥

きゃーきゃー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2010.05.04 Tue もう５月４日。

大倉担まひるですけどもー。

土曜日に３６日遅れで女の子の日がきて

ずっとすっごいお腹痛くてﾀﾞｳﾝしてました。

仕事にはもちろん行ってましたけども。

でも薬をもっそい飲んでた。

今日は仕事終わってからﾐｰﾃｨﾝｸﾞがあって

さっき帰ってきたとこ。

そんなこんなしてるうちにもう５月４日です。

まだﾃﾝﾌﾟﾚも変えてません。

これ書いたら変えたいなぁと思ってます。

ﾊﾞﾀﾊﾞﾀしてる間に１日１日が過ぎてゆきます。

こうして今年もヨコﾁｬﾝの誕生日、忠義の誕生日がやってくるのです。

１年って早いですね。

忠義ももう２５歳になるんですね。

十代の頃がうそのよう。

ヨコも１５歳の頃から見て来てるから

それがもうすぐ２９歳だなんて信じられません。

あたしも年取るはずだよ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞの方々はあまり年齢が顔に出ないから

いいけど

こっちはどんどん年取ってくので凹みます。

お腹痛くてまだこの間の∞MAP見てないんだよねー。

妖精ｺﾝﾋﾞのやつもまだ見てないし。

あてくしとしたことが···｡

UCCの缶ｺｰﾋｰにｴｳﾞｧのﾌｨｷﾞｭｱがついてくるやつ欲しかったんだけど



迷ってるうちに売り切れちゃった。

ｴｳﾞｧｦﾀｸなあたし。

今日は眠いので寝ますね。

ﾃﾝﾌﾟﾚは明日ということで。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2010.05.09 Sun ２９歳ﾊﾋﾟﾊﾞ。

HAPPY BIRTHDAY
YOU YOKOYAMA

29th!!!!

ヨコﾁｬﾝ、２９歳おめでとう。

ヨコﾁｬﾝはｴｲﾄの暴れん坊。(笑
いつまで経ってもいい意味で変わらず

ヨコﾁｬﾝに癒されることもたくさんある。

最近は悪役も多いヨコﾁｬﾝだけど

ﾎﾝﾄはすごく家族想いで優しいヨコﾁｬﾝ。

そんなヨコﾁｬﾝが大好きです♥

全然２９歳に見えなくて

ﾎﾝﾄに永遠のﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝなんだなぁって思います。

この１４年を見てきてヨコﾁｬﾝの表情が

すごく優しくなってるんだよね。

昔は目もｷﾂかったし。

誰よりも関ｼﾞｬﾆ∞を愛しているヨコﾁｬﾝも好き。

今日は富山でたくさんの人にお祝いしてもらったと思う。

それがまたヨコﾁｬﾝのﾊﾟﾜｰの原動力になるのかなぁ

なんて思ってます。

これからもたくさんの人に愛されるヨコﾁｬﾝで居て欲しいし、

たくさんの人を愛する気持ちを忘れないヨコﾁｬﾝで居て欲しい。

ヨコﾁｬﾝの元にたくさんの天使が舞い降りますように。

2010.5.9　　福原まひる



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.05.09 Sun 好きなのになぜ？

大倉担まひるですけどもー。

お久しぶりでございます。

体調の心配をしていただいたり

ありがとうございます。

体調の方はまぁ、いつものごとく仕事でｸﾀｸﾀに

なってるぐらいで無事です。

なんとなーくﾌﾞﾛｸﾞから遠のいた日々を送ってました。

職場の人とご飯食べに行って帰り遅かったり、

それでなんとなーくﾌﾞﾛｸﾞ書く気になれず。

ヨコﾁｬﾝの誕生日さえなかったらもっと放置してたかも。(笑
いいきっかけになれたかなぁ。

全然ｴｲﾄ離れしたとかそんなんじゃないです。

大倉忠義は全力で大好きです♥

全力で愛してます。(笑
でも最近思います。

ﾗｲﾌﾞも最近は１年に１回だし、

忠義の知らない部分がたくさん出てきちゃってるんだなぁって。

少し寂しいです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
もっともっと忠義のこと知りたいって思ってるのに

行動が伴ってない。

仕方がないなぁって自分でもわかってるんですけどね。

なんかそういや、２４時間TV、今度こそエイトだと思ったのにTOKIOだし。

やっぱりまだ知名度的に低いからかなぁって思うんですけど。

関ｼﾞｬﾆ∞って名前は結構知られてるかもしれないけど

個人名はまだそんなに知られてないかなぁって思うんです。



横山横とホリぐらい???(笑
（↑ヨコちょとヒナﾁｬﾝのことです。

あたし、ｦﾀｸ視線だから一般人の感覚がわからないんですけど。(笑
どっぷりｦﾀｸですもん。

そう、今、山梨で「パパとムスメの七日間」が再放送やってるんだけど

ｼｹﾞがもっそいｶｯｺｲｲ♥

ちょっとｼｹﾞ見てｸﾗｸﾗしちゃった。

それなのにﾄﾗﾌﾞﾙﾏﾝは見てないんだよねー。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2010.05.10 Mon 起きてみたものの···｡

大倉担まひるですけどもー。

また必殺４時台起きです。(笑
夜早く寝るのでその分朝早く目が覚めます。

まぁ、それでも眠い日もあるんですけど。

今日は仕事行く前に美容院に行ってこようかなぁと

思ってます。

家の近所に９時からやってる美容院があって

そこなら仕事にも間に合うかなぁと思って。

銀行にも行かないとならないので

ちょっと忙しいんですけど。

今日、引き落としが２つあるんですけど

うっかりしてて口座にお金入れたのが

金曜日の１５時過ぎで。

だからもしかしたら引き落としに間に合わないかもしれなくて。

ちょっとﾃﾝﾊﾟってます。

だって引き落とし、１１日だと思ってたんだもん。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
どんくさー。

なんかふと思ったんですけど

ﾌﾞﾛｸﾞ書かないと普通の人になっちゃいますね。(笑
ｦﾀ話をするわけでもないので

凡人ですよ。

忙しくて１回もﾒｰﾙしない日とかは特に。(笑
いやだー。凡人よりｦﾀｸの方がいいー。

ってきっと凡人の人からしたら何言ってるんだ???
って話になると思うんですけど。

やっぱり腐ってもｦﾀｸですよ。

ｦﾀｸヽ(´ー｀)ノﾏﾝｾｰ。

そうそう、母の日でﾏﾏﾝに送ったｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄの額縁が兄ちゃんとﾀﾞﾌﾞりー。(笑



どうせなら違う物送れば良かったかなぁと。

何も数ある中で同じ物を選ばなくても···｡(笑
まぁ、それでもﾏﾏﾝが喜んでくれたので良かったんですけど。

うーん。もうすぐﾔｷｿﾊﾞﾏﾝのDVDも手に入るし、

楽しみだなぁ。

ﾊﾟｰﾏって苦手だけどあのﾔｷｿﾊﾞﾏﾝだけは大好き。

眠くなってきたので２度寝します。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.05.11 Tue もうすぐROMES祭だぁー。

大倉担まひるですけどもー。

ﾎﾝﾄは月曜日、仕事から帰ってきて

ﾌﾞﾛｸﾞ書こうと思ってたんだけど

足がﾊﾟﾝﾊﾟﾝにむくみ過ぎてﾊﾟｿの前に座れず、

結局今の時間に。

今日は午前中に美容院に行ってきました。

縮毛矯正をかけたのでｶｯﾊﾟﾁｬﾝみたいです。

なじむまでは我慢ですね。

夏ぐらいにｴｲﾄｺﾝがあったらそれまでには

きっと髪も馴染んでると思います。

久々にﾎﾞﾌﾞにしました。

学生の頃は金ﾊﾟに前上がりのﾎﾞﾌﾞだったんですけど

黒髪になってからﾎﾞﾌﾞにするのは初めてです。

黒髪だからやっぱりちょっと見た目重いですね。

金ﾊﾟにしてﾈｲﾙも自由に出来る仕事がしたいと

思う今日この頃です。

午後から仕事で帰りにヲタ誌とﾃﾞｻﾞｲﾝ集の本を買ってきて

ちょっとﾊﾟｿでﾃﾞｻﾞｲﾝのお勉強です。

ヲタ誌、WUだったっけ???
エイトが表紙のやつ。

あれの薄ﾋﾟﾝｸのﾊﾟｰｶを着てる忠義がむっちゃ可愛いです

何度も何度も見てｷｬﾊってなってます。

薄ﾋﾟﾝｸって言うとSHOCKの時、忠義が着てたｽｰﾂ。

通称子豚ｽｰﾂが思い出されます。(笑
ﾈｯﾄで予約したのでROMESは１２日に届くのですが

もう楽しみで楽しみで仕方がないです。

携帯、変えちゃったんで今の携帯ではﾜﾝｾｸﾞで録画した映像とか

見れなくて最近ﾔｷｿﾊﾞﾏﾝが見たくてたまらないとこだったので



待ちきれねぇぜ。

そう、まだ１度もDEROを見てないの。

なんか水曜日だったよね???
仕事から帰ってきてねむねむで見れないんだけど。

それは言い訳ですか???
明日見れたら見ます。

あたし的には昼間から夕方にかけて再放送番組にﾊﾏってて

見る時間があんまりないってゆーか。

最近は昼間の韓国ﾄﾞﾗﾏもやってないんだけどね。

しかもﾜﾝｾｸﾞで録画出来ないから

に居る時は

ひたすら見ます。

っていつも に居るんだけどね。(笑

iPhoneのｱﾌﾟﾘにｴｳﾞｧのｶﾒﾗがあって何か写ﾒ撮りたいんだけど

なかなか遠近法とかあってうまくｴｳﾞｧの画像とｼﾝｸﾛしないんだよね

私信＞＞美優さん

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾊﾟﾊﾟﾑｽのｼｹﾞﾔﾊﾞｲですよねぇ。

かっこよさがﾊﾝﾊﾟないです。

あまりのかっこよさにくたばりそうになります。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.05.11 Tue 大倉忠義の嫁への道。(笑

大倉担まひるですけどもー。

ﾀﾞﾒだ。

ROMESが待ち遠しくて落ち着かない。

やっぱり店頭予約にすれば良かったかなぁ。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
でも店頭予約だと高いから無理!!!!
しかもKAT-TUNの新曲も明日だし。

これもﾈｯﾄ。

CDは安くならないから店頭で予約してもいいんだけどねぇ。

大概仕事から帰ってきて発売を知るから

せっかちくんなのでその時すぐ予約したいのよねぇ。

次の日店頭でとか呑気なことは出来ないだけ。

どんだけ〜。

弟が家の会社を辞めることになった。

ﾊﾟﾊﾟﾝと折り合いが悪くそれでなんだけど

なんかすっごく寂しい。

弟と別に暮らしてるから会う回数も減るだろうし、

なんか家族が減るかのように思える。

あたしだってﾊﾟﾊﾟﾝとどっちかと言えば

折り合いの悪い方だし。

ﾏﾏﾝが居て繋がってるようなもの。

弟もそうだったんだけどそれさえも限界だったようで。

なんか切ないなぁ。

だいぶ忠義不足のようで忠義の夢をよく見ます。

しかもｶﾚﾝﾀﾞｰの忠義が「ま、まぶしいー。」とｽﾅﾁｬﾝのよう。

やべぇ。これで２週間耐えられるかなぁ。

もう変態のようにﾁﾗﾁﾗｶﾞﾝ見してるんですけど。

な、なんて男前なんだ。

死にそう。



あーぁ。こんなことしてるから彼氏の１人や２人出来ないんだよなぁ。

(↑２人もいらねぇだろ???
ただﾁｬﾝに責任を取っていただきたい。（切実

きゃ。でもこんな男前な人が彼氏だったら

毎日心配でたまらないだろうなぁ。(笑
いつ捨てられるかと思うと。(笑
わー。ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ。

なんかﾋﾅﾃｨﾌﾞに考えるとこんな男前の人の

彼女になれただけで幸せー。って感じ???(笑
大倉家長男忠義。

うーん。山は高いぜ。

ﾔﾊﾞｲ。ただﾁｬﾝのｾｸｼｰぼんやりﾋﾞｰﾑで妊娠しそう。

ホテルくん♥

ってあたしがホテルくんって書くとやらしくない???
ヨコﾁｬﾝみたいに可愛く伝わらない。(笑
ってただﾁｬﾝはこうゆう女子からの押せ押せﾓｰﾄﾞは嫌いなんでしょ???
自分から好きになった人に自分からｱﾋﾟりたいﾀｲﾌﾟなんて

あたしなんて一生無理じゃね???
まだ一方的な出会いでしかないし。

もしこの先忠義と出会うことがあっても

自信ないっす。

確実に去年より５ｷﾛぐらい太ってるし。(笑
ヨコちょ方式でﾀﾞｲｴｯﾄしようかなぁ。

ﾊﾞﾅﾅ、蕎麦、ﾊﾞﾅﾅ、蕎麦、ﾊﾞﾅﾅみたいな。(笑
ぜってぇ、無理だー。

だって白いご飯大好きだし、お肉大好きだし、

美味しいもの大好きだもん。

やっぱｴｲﾄのﾎﾟﾆｮﾄﾘｵはすごいなぁ。

確実に仕事に合わせて体絞ってくるもんね。

プロ意識が高いんだなぁ。

あたしなんて食っちゃ寝食っちゃ寝人生だもん。

せめて３ｷﾛは落としたいなぁ。

ちょびっとだけ頑張ろう。

あんまり頑張るとｽﾄﾚｽ太りするから。(笑
あたし、いつもこのﾊﾟﾀｰﾝなんだよね。

忠義の美しい嫁になるために努力と思えば

頑張れるかもね。（いや、無理かも。(笑
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2010.05.12 Wed ﾃﾞｻﾞｲﾝの勉強はたのしぃー。

大倉担まひるですけどもー。

今日はざっくり忠義御用達のｱﾏ○ﾝでお買いもの。

ROMESとKAT-TUNのｼﾝｸﾞﾙと０号室の客のDVDとﾊﾟｿのｿﾌﾄとその本。

まだROMES見てないのぉーん。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
帰ってきてﾊﾟﾊﾟﾑｽ見て健太先輩に胸キュンして

お風呂入ってご飯食べて今です。

この間、ﾊﾟｿのﾃﾞｻﾞｲﾝ集も買ってきたので

とりあえずROMESよりもﾌｫﾄｼｮｯﾌﾟｴﾚﾒﾝﾂで勉強中です。

なんかわからないことだらけで頭がﾊﾟﾆｸってます。

でも楽しいです♥

つーかROMESの応募の特典で水夢くんのｷｰﾎﾙﾀﾞｰがあったんですけど

それは初回特典でつけてくれても良かったんじゃね???
と思いつつﾊｶﾞｷを書きました。

明日出します。



水夢くんの抱き枕はもうすでに購入済みなので

いらないんですけどｷｰﾎﾙﾀﾞｰは欲しい。.+ﾟヽ(·c_,·｡)ﾉ.+

とりあえず今日はﾊﾟｿの勉強今からします。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2010.05.14 Fri 髭の薄い忠義が好きなんです&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

最近寝ること優先してるのであまりﾌﾞﾛｸﾞ書けずに

すみません。

そんなわけで夜書いたり、朝書いたりしてますけど

ついてきていただけるとありがたいです。(笑

今日は午前中に 行って

午後はまったり過ごそうと思ってます。

ROMESの特典部分だけでも見たいなぁと。

まだ全然見てないですもん。

ﾊｶﾞｷもまだ出せてないですし。

今日、 行ったら

出してきます。

の近くに あるんで

大概 行く時利用してます。

まぁ、どうせ当たらないと思うんですけど。

最近、ｴｳﾞｧのｽﾄﾗｯﾌﾟ当てちゃったし。(笑
え???ｴｳﾞｧのｽﾄﾗｯﾌﾟってｴｳﾞｧの形したやつじゃないですよ。(笑
石の色がｴｳﾞｧｶﾗｰなだけでｵｻﾚなやつですよ。(笑

そうそう、昨日職場の近くまで来たら

「おーい」って手を振ってる人がいるじゃないですか。

誰かと思ったら兄ちゃんでした。(笑
新しく出来るお店の工事現場に居たので

全く誰かわかりませんでした。

よくよく聞いてみるとそこのお店を兄ちゃんの友達が

始めるらしくそこの電機工事を兄ちゃんがやってるらしいです。

びっくりしたぁー。



そう、うちの兄ちゃんは電機やさんなのです。

工事専門の。

あたしの誇れる唯一の兄ちゃんです。

なんかそういや、忠義が髭が男らしいって言ってたけど

あたしは髭の薄い忠義が好きなので

髭は濃くならなくていいです。(笑
ちょぼちょぼでいいんです。

たぶんないものねだりなんですよ。

髭が濃くなったらなったでヒナﾁｬﾝみたいに苦労するんですよ。

剃刀負けとかして更に肌荒れの原因になるし。

ちょぼ倉忠義でいいんです。

なんかヒナﾁｬﾝとかほっとくと登山家みたくなってますよね。(笑
一時期すごかったですよね???
髭、放置してて。

あ。忘れてた。

忠義、７月からのﾄﾞﾗﾏ決定おめでとうー。

どんなﾄﾞﾗﾏでどんな役なんだろう。

忠義もすっかり売れっ子ですな。

こうしてﾄﾞﾗﾏにたくさん出てくれるのがすごく嬉しいです。

たくさんの人に顔と名前を覚えてもらえるﾁｬﾝｽでもあるし。

忙しいかと思うけど頑張ってほしい。

ちかさん＞＞

ROMESのDVD-BOXが１２日に発売になりましたよー。＞＞もっそい私信。
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2010.05.15 Sat 尊敬出来る人が好き&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

連日に渡ってﾌﾞﾛｸﾞのｻｰﾊﾞｰがﾀﾞｳﾝしてて

見れなかった方も多いと思います。

すみませんでした。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
あたしは、昨日の朝、ﾌﾞﾛｸﾞ書いて

すぐ に行って

帰ってきてROMESの特典映像見てまたﾔｷｿﾊﾞﾏﾝに浸ってました。(笑
あんまりﾊﾟｰﾏって好きじゃないんだけど

あの髪形は全然ありなの。

天才らしくて好きです。(笑
それで感想をﾌﾞﾛｸﾞにｱｯﾌﾟしようと思ったら

ｻｰﾊﾞｰがﾀﾞｳﾝしてて書けませんでした。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
で、朝起きたらﾌﾞﾛｸﾞが復帰してたんで安心して

仕事に行ったんですけど

帰ってきたらまたﾀﾞﾒで。

忠義の誕生日が間に合わないかと思って焦りました。

あ。そういえば忠義のﾄﾞﾗﾏでの役って

優秀な看護師さん役だそうで。

ﾋｰ様が潔癖症の医師役で忠義はそれをｻﾎﾟｰﾄする役とか。

忠義って賢く見えるのか天才とか優秀とか

そんな役が多いなぁと思います。

え???
あたしは忠義のことちょっと抜けてるとこもあるけど

それも御愛嬌かと思ってますけど。(笑
どんだけ〜。

いや、でも根本的には頭のいい人間だと思ってます。

（↑もっそい上から目線。

努力家だし、人として尊敬出来る部分

たくさん持ってるなぁって。

そうじゃなきゃ、あたしはついていきませんよ。



あたし、好きになる人は自分の尊敬出来る人じゃないと

ﾀﾞﾒな人なので。

だから長く好きでいられるし、

忠義にそれだけの魅力があるってことだと思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2010.05.16 Sun ﾊﾋﾟﾊﾞ２５歳。

HAPPY BIRTHDAY
TADAYOSHI OKURA

25th!!!!

忠義、２５歳の誕生日おめでとう。

１６歳ぐらいから見てるけどどんどん自分って物を

見せてくれるようになって

楽しみだなぁって思います。

決して前へ前へって感じじゃないけど

自分らしさは発揮出来てるかなぁって。

最近は個人での仕事も多く、

エイトとはまた違った良さが見れるかなぁと

思ってます。

７月からのﾄﾞﾗﾏも決まって

あれだけお芝居が苦手だと言ってた

忠義がｳｿのようです。

それだけ忠義が頑張ってきたってことだよね。

その成長も楽しみのひとつです。

これからも前を向き、忠義らしさを忘れず、

一歩一歩前進していって欲しいなぁと思います。

あたしはこれからもずっとずっと忠義のこと

応援しています。

２５歳の忠義に幸せの風が流れ込んできますように。

HAPPY　BIRTHDAY



2010.5.16　大倉忠義担当＊福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.05.16 Sun 収納不可。

大倉担まひるですけどもー。

そだ。もしこっちのﾌﾞﾛｸﾞが見れなくなった時のために

ﾘﾝｸに貼ってあるもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞの方をﾌﾞｸﾏして

いただけると助かります。

たまにしか更新してないけど

そっちも目を通していただけるとありがたいです。

つーかNYCのCD買いました。(笑
今までずっと勇気100%のCDって買ったことないんですけど

とうとう買ってしまいました。

だって山田くんも優馬くんも知念くんも好きなんですもん。(笑
そう、最近知念くんがいいなぁと。

己はいくつだ???って話ですけども。

でも、最近の子だったら断然中島健人くんが好きなんです♥

昨日も少ｸﾗ見てｷｭﾝｷｭﾝ してました。

ﾏｼﾞ可愛い。

なんかあたしの中では笑顔の良さが田口淳之介くんに似てるなぁと

思ったんですけど。

そう、それで少ｸﾗで曲の印象ある振りの一瞬のｼﾞｪｽﾁｬｰで

何の曲か当てるってｸｲｽﾞがあって健人くんに「無限大」が当たったんですけど

たぶん健人くん、エイトのﾊﾞｯｸについたことないような気がして。

結局健人くんは無限大の振りを出来ませんでした。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
ちょっとｼｮｯｸだったんですけど仕方がないよね???

そうそう、今日本屋の近くで∞（エイト）っていう居酒屋さんを発見したんですよ。

ちょっとすごくないですか???
珍しいですよね???
今度、写ﾒっておきます。

エイトってゆう競馬紙で安田記念とかも載ってるとﾃﾝｿﾝ

上がりますけど。(笑



要は単純なんです。

そう、いまだにWindows7のﾌｫﾝﾄの追加の仕方がわかりません。

ﾌｫﾝﾄ増やしたいんだけどねぇ。

ちょっとｻｸｻｸっと調べますよ。

相変わらず無線LANにしてないですしね。

無線LANのﾙｰﾀｰはあるんだけどね。

なんかめんどっちくて。

なんかﾊﾟｽﾜｰﾄﾞとか書いた紙どこかしまい忘れたし。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
何かの封筒に入れたことは覚えてるけど。

５月も半ばだというのに暑かったり寒かったりしますね。

まだ昼間はいいんですけど朝晩が冷えます。

金曜日に午前中に 行ったら

もっそい寒かったです。

なんか部屋のﾗｯｸが と でいっぱいになって収納が限界なんですけどもー。

みなさん、収納とかどうしてますか???

雑誌とか とか の。

あたし、全然部屋が片付かず、忠義まみれになっています。

もしくはｼﾞｬﾆまみれ。

やっと嵐の５×１０のﾗｲﾌﾞ も買いましたしね。

まだ見てないんですけどね。(笑

嵐のﾗｲﾌﾞ なんて買うの初めてですよ。

ﾌｧｰｽﾄｺﾝのﾋﾞﾃﾞｵなら持ってますけど。

ふるっ!!!!

そろそろ寝ます。

ほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：中島健人
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2010.05.20 Thu ﾀﾞｻすぎる。

大倉担まひるですけどもー。

昨日、寝過ぎで腰痛くて

今日寝ていられなくて深夜３時には起きてしまいました。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
前日は１９時にﾍﾞｯﾄﾞの中にもぐってたので

１２時間ぐらい寝てました。

なんか結局同じ姿勢でいるのが悪いわけじゃないですか???
今もﾊﾟｿの前に座って２時間ぐらい経つんで

やっぱり腰が痛い。

どうすればいいのさ。

こうゆう時の腰の痛さの解消方法って???

そういえばY&Jから会報がきてたんだけど

なんか随分間が開いてたような気がしてたんだけど

よくよく探してみたら前回の会報ありました。

前回はｴｲﾄだったんですね。(笑
で、今回のやつに会費の振り込め用紙が入ってたので

早めに振りこもうと思います。

なんか忠義の誕生日に何のｲﾍﾞﾝﾄもなく過ごしてしまったので

申し訳ない気持ちでいっぱいです。

仕事行く前にｹｰｷ屋さん行けば良かったと今更ながら

思うわけでー。

あたしの の近所のｹｰｷ屋さんは

朝８時ぐらいから開いてることを思い出した。

それならｹｰｷ屋寄って１度 帰ってきてから

仕事行っても間に合うんだよなぁ。

でも今日 に行きたくて。

膀胱炎かもしれないのよねぇ。(笑
と先週の月曜日ぐらいから違和感があって

昨日、ふともしかして膀胱炎???と思いまして。



なんかｽﾄﾚｽでもなるらしく月曜日、ﾄｲﾚ我慢したし。

そんなわけで に行きたいわけで。

ﾀﾞｻすぎる。

最近買ったものと買って写真UPしてなかったもの。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.05.20 Thu 今更大倉忠義の２５歳を祝う会。

大倉担まひるですけどもー。

行ってきました。

やっぱり膀胱炎だった。

ﾀﾞｻすぎる。

何気に洋式のﾄｲﾚで尿取るの難しくない???
あたし、いつも和式のﾄｲﾚで尿取るから

今回洋式で時間かかったもん。

朝から尿尿言うなって話ですけども。

で、ちゃんと忠義のﾊﾞｰｽﾃﾞｰｹｰｷも買ってきたよ。

今更だけど。

ﾎﾝﾄは「忠義２５歳おめでとう」ってﾌﾟﾚｰﾄつけてもらったんだけど

ﾊﾞｲｸのため撃沈。

判読不可能になったためﾛｰｿｸだけ。

じゃ、仕事いってき〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥



pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.05.22 Sat 重傷ですが何か???

大倉担まひるですけどもー。

えぇ。えぇ。

膀胱炎が悪化してまして熱と血尿まで出る始末。

しかも水分たくさん取って菌を外に

出さないとならないのに

お小水がですね、ﾊﾝﾊﾟなく痛いんです。

しかも常に残尿感。

もっそい気持ち悪いです。

お股がずっとﾑｽﾞﾑｽﾞするし。

って冒頭から変な話でｺﾞﾒﾝなさいね。

さっきまでﾌﾞﾛｸﾞも書けないぐらい体調が悪く

今日の休みほぼ寝た切りだったんですけど

ちょっとﾗｸになったんでﾌﾞﾛｸﾞでも書こうかと

調子ぶっこきまして。

明日、仕事の休みもらえたんで

明日中に治しちゃおうかと。

なんか薬飲み始めて２〜３日でよくなるって

聞いたんでねぇ。

なんかﾄｲﾚ我慢したり、ｽﾄﾚｽでもなったりするらしいです。

疲れたりするとすぐ再発してｸｾになる人も

いるらしいんできっちり治したいと思います。

まぁ、１日寝た切りだったので頭が痛いってことも

あって今、起きてるんですけど。

あ。今日、途中から少ｸﾗﾌﾟﾚﾐｱﾑ見た。

今日はｳﾃｨだったんだよねぇ。

錦織さんと一緒に。

なんかﾌﾘｰﾄｰｸの内博貴を見たのがもっそい久々だったんで

妙に感動しました。



なんか舞台の仕事が今はすごく楽しいらしく

お芝居の勉強をもっとしたいって言ってました。

なんか生き生きとしてる博貴が見れて嬉しかったです。

もうｴｲﾄには戻れないかもしれないけど

でも心の奥でｴｲﾄﾒﾝと繋がっていて欲しいと

思いました。

またいつかｴｲﾄﾒﾝと一緒にお仕事させてください。

お願いします。

やっぱり亮ﾁｬﾝの彼女役は博貴しか務まらないと思ってます。

忠義と亮ﾁｬﾝのいちゃこらぶりも好きだけど

やっぱり博貴、復帰第一弾のﾄﾞﾗﾏに亮ﾁｬﾝとやった時の

亮ﾁｬﾝのﾆﾔｹっぷりは忠義では出せないﾊﾟﾜｰだなって思いました。

すみません。

途中ですがあまりの頭の痛さに退散させていただきます。

追伸
横のソロコン行かれる方でグッズを代行していただける方、

いらっしゃったらメアド記入でコメントください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします
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ｸﾘｯｸお願いします。
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2010.05.23 Sun 今日も狩ってる???

大倉担まひるですけどもー。

今日の夕方までもっそい気分悪かったんですよ。

なので仕事休んで寝てたんですけど

ご飯食べて寝る準備したらちょっとﾗｸに。

それで漫画を読んでたんですよ。

（↑三原ﾐﾂｶｽﾞｼﾘｰｽﾞ。

三原ﾐﾂｶｽﾞさんの漫画はｺﾞｽﾛﾘ、もしくは甘ﾛﾘなので

すっごい見ててすっごい可愛いです♥



（↑PSP買っちゃいました。

やっかしｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾘｰﾝです。

ﾓﾝﾊﾝをやってるのですが難しい。

慣れるまでに時間かかりそうです。

追伸
ヨコのｿﾛｺﾝ行かれる方でｸﾞｯｽﾞを代行してくださる方が

いらっしゃったらﾒｱﾄﾞを記入してｺﾒﾝﾄください。

お目汚し失礼致します。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。
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2010.05.23 Sun やっと回復。

大倉担まひるですけどもー。

やっと今日になって膀胱炎もおさまってきて

ちょっとﾄｲﾚ近いなぐらいに回復しました。

お股のﾑｽﾞﾑｽﾞはなくなりました。(笑
血尿も出なくなったし、熱も下がったし。

あと明日まで薬が残ってて

全部飲みきってくださいって言われてるので

それ飲んだらなんとか復帰です。

あのですね、もっそい残尿感というのが

気持ち悪いのですよ。(笑
だから常にﾄｲﾚ行きたい感じ???
で、お股ﾑｽﾞﾑｽﾞ。

すっごい気持ち悪い。

１０日には膀胱炎になってたんで

約２週間???
早く気付けよって話ですけども。

昨日はｼﾊﾞﾄﾗ途中で つけっぱで

寝てしまいまして。

深夜１時頃目が覚めてﾓﾝﾊﾝ、３時までやって寝ました。(笑
１ﾐｯｼｮﾝが５０分あるので２ﾐｯｼｮﾝやるとそんな感じになりますね。

しかも生肉を美味しく焼いて持ってこいって

ﾐｯｼｮﾝをやってたんですが絶対焦げるんですけど。

あたしの焼き方がﾍﾀｸｿなのか５０分ずっとﾏﾝﾓｽ倒しては肉焼いてって

やってました。

で、結局時間切れで達成出来なかったんですけどね。

ちっ。

ちなみに今、初心者ｺｰｽでﾚｯｽﾝ中なのですよ。

やっぱ早めにﾊﾟｿを無線LANにしよー。

休みになったら早速ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ探しです。



体調を崩していたのでヲタ誌をまだ買ってないんですよねぇ。

今日も明日も だし。

それも休みの日かなぁ。

なんか体調崩すとすべての予定が狂うのでｲﾔですね。

あ。するーっとｼﾝｸﾞﾙの予約だけはﾈｯﾄで済ませていたので

ﾌﾞﾛｸﾞにはまだ書いてないのですが

６月３０日に「Wondarful World!!」が発売になりますね。

これはﾚｺﾒﾝ発信だったとか。

うっかりすっかり最近はﾚｺﾒﾝを聴いてないので

次の日、普通に知りました。(笑
最近寝るのが早いのでﾚｺﾒﾝまで起きていられないんですよ。

なんて罰あたりな。

ヨコﾁｬﾝ、ヒナﾁｬﾝ、ｺﾞﾒﾝなさい。

なるべく聴きます。

追伸
ヨコﾁｬﾝのｿﾛｺﾝに行かれる方でｸﾞｯｽﾞの代行してくださる方、

いらっしゃったらﾒｱﾄﾞ記入でｺﾒﾝﾄください。

お目汚し失礼致します。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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こっちもﾎﾟﾁっとねん。
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2010.05.24 Mon ミナコさんのご冥福をお祈り申し上げます。

大倉担まひるですけどもー。

体調不良でｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞしてたので

知ったのが昨日だったんですが

ヨコのお母さん、亡くなったんですね。

ヨコにとったら自慢のお母さんだったのに

１６日に買い物先で倒れて亡くなったとか。

それからずっとヨコはそのこと耐えて

仕事に打ち込んでたわけで。

なんかヨコのにっき見たら涙があふれてきて

昨日はすっごい泣きました。

ﾎﾝﾄにヨコのお仕事はこんな時でも

笑ってなくちゃならないんだ???って思ったら

ﾎﾝﾄに切なかった。

ヨコ、長男だからって無理しなくて

いいんだよ。

そして泣きたい時は泣けばいい。

つらい時はつらいと言えばいい。

ヨコは頑張りやさんだからつい無理しちゃうと思うんだけど

支えてくれるみんなに甘えたらいい。

ミナコさん、安らかにお眠りください。

長男がきっと横山家を守ってくれるから。

ミナコさんのご冥福をお祈り申し上げます。

なんか昨日泣きはらしたから今日は笑顔で

居たいと思います。

支える側のあたし達がいつまでも泣いてたら



ﾀﾞﾒだと思うから。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：横山裕

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1768/
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2010.05.25 Tue 何もする気になれない夜。

大倉担まひるですけどもー。

最近熟睡出来ず、２時間置きぐらいに

目が覚める。

で、結局眠くてお昼寝するから

たぶん余計に眠れなくなるんだろうなぁ。

ちなみに仕事の時はもちろんお昼寝してないんだけど。

なんでだろう。

昨日も２時、４時、６時と目が覚めて

結局漫画読んでて９時になってﾌﾞﾛｸﾞ書こうと

ﾊﾟｿ立ち上げたんだけど急に眠くなり寝た。

そんなわけで今日は何もしてない。

ヲタ誌も買ってなければ にも行ってない。

っていつもの通院ね。

あたし、時々そうゆうぐうたらｽｲｯﾁが入ることがあって

そのｽｲｯﾁ入ると全くﾀﾞﾒ。

一歩も外に出たくないし、

何もしたくない。

だからﾊﾟｽﾜｰﾄﾞも探してないし。(笑
こんなんじゃいい奥さんにはなれないよね。(笑
それとも結婚したら治るかしら???(笑
治らないだろうなぁ。

やっぱりそうしたら家事も苦じゃない大倉忠義さんのような人が

理想的だなぁ。(笑
結局はそこか!!!!!みたいな。(笑

今日は短いけどこれで終わります。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.05.26 Wed 春だからぼんやり???

大倉担まひるですけどもー。

ここ２日ぐらいｹﾞｰﾑやってないんですよねぇ。

なんか集中力が持続しないんだもん。

よくｴｲﾄﾒﾝはそんなにｹﾞｰﾑに集中出来るなぁと

感心するばかりです。

なんかあたしなんて１日２時間が限界。

しかも毎日は無理!!!!!
昔は夜更かししてｹﾞｰﾑしたっけ。

今はその根性がない。

まぁ、その集中力の無さはすべてにおいてなんですけどね。

仕事しててもそうだし、遊んでてもそうだし。

本読んでてもそうだし。

いつからそんな娘になってしまったんだろう。

だから 見てても

すぐ飽きちゃうの。

で、他のこと始めちゃったり。

だから 見るのもそんなに好きじゃない。

ぼーっとしてるのが好きなんです。

最近は大好きだったﾊﾟｿもすぐ飽きちゃって

ﾌﾞﾛｸﾞが続かないし。

ﾀﾞﾒだなぁ。

もしかして５月病とか???(笑
あ。それは可能性高いね。

でも４月もそんな感じで全然ﾌﾞﾛｸﾞ書かなかったもんね。

３０ｴﾝﾄﾘｰ以上書くとゆう自分との約束を全く果たせてない。

まぁ、それはあくまでも目標なんですけどね。

今日、 すごかった。

帰りはびしょぬれさ。

そんなわけで即効お風呂に入りました。



そしたらメール便がきてまして。

この間、ｱﾏ○ﾝ経由のSHOPからで何を買ったと思います???
これ絶対わからないと思います。(笑

河相我聞さんのCDです。(笑
しかも１５年ぐらい前の。

当時から我聞さんは好きだったのですが

CD出してることまでは知らなかったんです。

まだあたしも小学生でしたし、

調べる程好きだったわけでもなかったし。(笑
今だと２００〜３００円で買えますしね。

しかも今日、届いたやつ、新品だったんですよ。（苦笑

どんだけ売れてないんだー。

そのお店もよくﾒｰｶｰに返品しなかったなぁと。

まぁ、すばるってゆうお店だったんですけど。(笑
さすがすばる。（笑

あ。そういえばさっき定期購読を頼んでる本屋から

Myojoのﾎﾟｽﾀｰがｴｲﾄだったんで取っておいたよって

入荷連絡の電話と一緒に電話ありました。

その本屋に友達が働いてるんですよ。

で、電話はその友達からで。



ﾅｲｽﾌｫﾛｰって思いました。(笑
時々何かあると取っておいてくれるので

多少遠くてもそこに頼んでしまいます。

そう、そろそろ情報局のﾊｶﾞｷが切れてしまうので

継続をしないとならないのですが

ﾌｧﾝ名義がｼﾞｬﾆｰｽﾞｼﾞｭﾆｱになってるので

なんとかして中島健人に変更したいのですが。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

そうそう、ﾃﾝﾌﾟﾚが昔の使いまわしなんですが

ｴｲﾄ時代の博貴を知らない方もいらっしゃるので

これで少しはｱﾋﾟｱﾋﾟしなくちゃなぁと。

追伸
ヨコﾁｬﾝのｿﾛｺﾝのｸﾞｯｽﾞを代行してくださる方が

もしいらっしゃったらﾒｱﾄﾞ記入でｺﾒﾝﾄください。

よろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210


ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.05.28 Fri 忠義は好きですよ。心の支えですから。

大倉担まひるですけどもー。

そうそう、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞはすぐ発見出来たんだけど

うちの光の構造上もらったﾙｰﾀｰが使えなくて

NTT東日本でつけてくれたﾙｰﾀｰしか使えないようになってて

それで無線LANにするにはNTT東日本からLANｶｰﾄﾞをレンタルしなくちゃ

ならないとゆーことが判明しまして

早速申し込みました。

月曜日には届くみたいです。

もう２時間も手間かかっちゃったじゃんよー。

うぜぇ。（品川大地風

ﾒｰﾙ止めててすみませんですぅー。

今日中にお返事しますのでまだの方はもう少々お待ちください。

品川大地の誘惑に負けなければ···｡(笑＞＞私信。

今日は午後から に行きます。

帰りに本屋に寄れたら寄ってこようと思います。

ﾙｰﾀｰの件がなければ午前中に に行けたのになぁ···｡

残念無念また来週〜。（意味ﾌ

最近薬を早めに飲んで寝ることにしてるのですが

それだと絶対何回か目が覚めてしまうのです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
朝も眠いのに５時６時には目が覚めて

結局何度か寝なおすんですが。

なので非常にﾀﾞﾙｲです。

なので非常にﾈﾑｲです。

毎日毎日そんな感じなので



仕事の日とのｷﾞｬｯﾌﾟ。

昨日もすごく苦手な人がいるんですが

その人の一言にｷﾚそうになりました。

すっごく上から目線で物を言うので無性に腹が立ちます。

だから他の人からも嫌われてて

上辺だけの友達ならいるかもだけど

ﾎﾝﾄの友達なんていないんだろうなぁと

思いました。

なんか言葉の１つ１つがすごく上っ面だし。

だから嫌味にしか聞こえないし。

ｽﾄﾚｽ溜まるよなぁ。

もうﾎﾝﾄせっかくの休みなのに

それさえもｽﾄﾚｽ感じながら生活したくないよー。

たぶんｽﾄﾚｽで何度も目が覚めるんだと思う。

鬱、再発してたらどうしよう···｡

最近忠義のこと全然書いてないなぁ。

でも部屋にいる時の視線は常に忠義に向いてますけどね。(笑
なんだかんだと言っても忠義無しでも生きていけないんですよ。(笑
心の支えですから。

じゃ、 行ってきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

追伸
ヨコﾁｬﾝのｿﾛｺﾝに行かれる方で

ｸﾞｯｽﾞ代行してくださる方がいらっしゃったら

ﾒｱﾄﾞ記入でｺﾒﾝﾄください。

お目汚し失礼致します。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.05.29 Sat 大倉忠義さんの胃袋ｶﾞｯﾁﾘ掴みます。

大倉担まひるですけどもー。

なぜか足が筋肉痛。

で、首こり。

しんどい···｡(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
あたしの体調万全の時はないのか???ぐらいの勢いで。

まだ膀胱炎の薬飲んでるしね。

どうも１回の通院ではよくならなかったとゆーね。

で、また薬もらってきて飲んでます。

まぁ、ほぼ完治なんですが

薬は飲みきらないとならないので今日飲みきって終わりです。

長かった···｡(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
しかも肩こりとゆーか右肩が筋肉痛といいますか。

普通の痛いと違うの。

筋肉痛の痛いに近いの。

WHY???

そう、昨日、ヲタ誌を買ってきたのね。

M誌のｴｲﾄﾒﾝがすっごいいい顔してるんだよねぇ。

M誌っぽくない写真で。

ﾓﾉｸﾛなんだけどいい表情してるんだよなぁ。

忠義見た時、忠義のこの顔見たくてヲタやってるんだなぁって

思った。

（↑え???ｷﾓｲですか???
忠義のいろんな表情も見たいけどやっぱり笑顔が１番。

ｴｲﾄﾒﾝの笑顔見たくてヲタやってます。(笑

あたし、ずっとRIZEって怖い印象しかなくて。(笑
CDも持ってるんだけど。(笑
むちゃぶりでｴｲﾄと一緒のとこも何度も見たけど。(笑

そしたら最近 にｲｯﾁｰと出てるでしょ???



それ見てあぁ、いい人達なんだなぁって初めて気付きました。

おそっ!!!!
だっていかついんだもん。

滅多に とかで見ないし。

（↑ｲﾒｰｼﾞ先行ね。

あたしは金子ﾉﾌﾞｱｷさんが好きです。

出たー。

やっぱりﾄﾞﾗﾏｰ好きなあてくし。

なんでだろ???
ほぼ９０％の確率でﾄﾞﾗﾏｰ好きなんですけど。

なんでしょ???
ﾄﾞﾗﾏｰの出すﾌｪﾛﾓﾝ???(笑
そんなの出てるのかよ。

これですばﾁｬﾝとRIZEについて語れる。(笑
空（＠章大）と五反田にあるRIZEのお店に行こうとか

言ってたんだけど結局まだ行ってないし。

五反田。ｷﾞｻﾞﾅﾂｶｼｽ。

空が五反田に住んでたんだよね。

あたしが明大前で。

明大には結構行ってた。

学祭とかで。

学食にもぐりこんだこともあったっけ。

まだやまぴーとか慶ﾁｬﾝが居なかったのが残念だけど。(笑
(↑ﾐｰﾊｰ極まりない。

この間、ぐうたらまひるたその話したじゃないですか???
家事の出来る大倉忠義さんと結婚したいって。(笑
そしたらP誌見たら忠義の結婚相手の条件に家事の出来る人って書いてあった。(ﾁｰﾝ
あたし、料理が胡散臭いんですけど。(笑

あーぁ。忠義の胃袋ｶﾞｯﾁﾘつかめねぇー

今からあてくし、忠義ﾏﾏのとこに修行に出ます

で、忠義の胃袋ｶﾞｯﾁﾘ掴みます。

そんなわけで今から大阪までちょっくら行ってくるｽﾞﾗ。

花嫁修業〜。



現実はお仕事なんですけどねぇー。

あぁう。大阪行きてぇー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/




2010.05.31 Mon ﾊﾞﾘ疲れた。

大倉担まひるですけどもー。

疲れた。

昨日、今日と何もしたくなぐらい

疲れてる。

ご飯とかも食べるのめんどくさいもん。

いや、食べるけど。(笑
だって力出ないもん。

ぶっちゃけﾊﾟｿｺﾝもめんどくさい。

いや、ﾌﾞﾛｸﾞ書くけど。(笑
だって明日休みですもーん。

今日は久々に夜更かししますか???
なんかそんな気分。

疲れてるけど。(笑

そう。すっごいとろい話なんだけど

パソに無線LANが搭載されてなかった。

NTTでﾚﾝﾀﾙしたやつで設定出来ないのかなぁ。

とりあえず明日、富士通とNTTに電話してみる。

なんでﾊﾟｿ買った時に無線LAN搭載させなかったんだろ???
すっごい不思議。

今、ご飯食べてお腹いっぱいになったら

余計に疲れてきちゃったよ。

とゆーか眠くなってきた。

もう今日は寝ます。

何も書いてないけど。

おやすみなさーい。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

こっちもﾎﾟﾁっとねん。

ｸﾘｯｸお願いします。

Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：日記・一般

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c1/1/


2010.06.01 Tue しんどすぎる···｡

大倉担まひるですけどもー。

無線LANにするのに２時間ぐらいかかった。

１２時ぐらいから始めたんだけど

途中、電機やに無線LANのｱﾀﾞﾌﾟﾀ買いに行って

ちょっと店員さんと険悪になって。(笑
だってﾙｰﾀｰとかも薦めるんだもん。

だからうちのﾙｰﾀｰは光の回線に直接つながってるんだって

言ったんだけど２台並べろとか

なんで必要ないものまで買うんじゃ。

結局ｱﾀﾞﾌﾟﾀ買って帰ったんだけど。

で、しかもNTTから電話あった時、

お腹痛くてﾄｲﾚに行ってたから更に時間かかったし。

なんかこの間からお腹の調子が悪くて

職場でその話したらだから足が筋肉痛なんじゃないの???
って話になって。

そうなんだよねぇ。あたしの部屋のﾄｲﾚ、相変わらず和式なの。

だからたぶん当たってる。(笑
なさけなー。

でもそれだけじゃなくて肩こりとか腕も筋肉痛だし、

全体的にしんどい···｡

風邪でもひくのかなぁ???
とにかく関節とかも含めてあちこちが痛い。

明日までに治るかなぁ???

今まで理由もなくこんなことってなかったから

ちょっと焦ってます。

足の裏とかまで痛いし。



あ。そだ。

先週のｼﾞｮﾝねぇ。

鶴岡見たよー。

めっちゃ男前だったんですけど。

どうしてくれようって思った。(笑
いや、どうも出来ないんですけど。

髪形、ちょんまげじゃなくて良かったかも。

しんどいんでまた後で書けたら書きます。
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2010.06.03 Thu 時代劇っていいね&#9829;

大倉担まひるですけどもー。

昨日も疲労がひどくﾊﾟｿに向かえなかった。

なんだろ???この疲労。

どこか体調でも悪いのかなぁ???
急に仕事での疲労感が酷くなった。

今日はまだﾏｼな方なんだけどでもやっぱり

前に比べて疲労感がﾊﾝﾊﾟない。

そうそうﾊﾟｿを有線と無線の併用にしました。

あたしの設定だと無線だとｽﾋﾟｰﾄﾞが半減しちゃうから

併用にしました。

今は有線です。

そうそう、それで昨日発売のｼﾞｮﾝもしっかり見ました。

小さかったけど鶴岡が載ってたから。

ﾔﾍﾞｪ。鶴岡がもっそいｶｯｺｲｲんですけど。

なんか凛々しい。(笑
やっぱ時代劇っていいなぁ。

なんかそういや、忠義の時代劇って言えば

滝沢演舞城の弁慶をふと思い出したんだけど。

あれ好きだったなぁ。

長刀をちゃんと使いこなしてて凛々しかった。

いや、ちょっと可愛い感じもあったけど。

あれ何年前だっけ???
そういや、そこで弁慶が死んで泣いたっけ。

源太ﾁｬﾝも最期号泣したしなぁ。

とりあえず忠義に死ぬ役は出来ればやって欲しくないと。(笑
なんか別に死ぬ役がｲﾔってゆーか

死んで次に誰か忠義のﾎﾟｼﾞｼｮﾝに入るみたいなのがｲﾔなんだよなぁ。

だったら殺さなくてもいいじゃん。って思うし。



だから弁慶とか泣いたけど清々しかったし。

空（＠章大）も子供を保育園に５月から通わせてて

６月から働き始めてるらしいんだけど

なかなか大変らしいよ。

条件と違ってたりして。

でもせっかく決まった仕事だから辞めるわけにも

いかずみたいな感じみたい。

働くって大変だよね。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
あたしも無茶なこと言われたりするけど。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.06.07 Mon 乙女失格。

大倉担まひるですけどもー。

ご無沙汰してます。

なんか最近疲労がひどくてﾊﾟｿに向かえないんです。

明日、病院行って来ようと思ってるけど。

足の裏とかも痛くて朝起きるとﾌﾗﾌﾗ。

今、つらいのは足の裏と膝の横側とふくらはぎと

肩こり、首こりです。

ふくらはぎは朝起きれば治ってるけど

他はもう２週間ぐらい痛い。

ずっと。

今までそんなことって全然なくて。

だからちょっと怖い。

sujuの４枚目のｱﾙﾊﾞﾑ聴いてます。

あてくしの敬愛するsuper juniorです♥

でも最近sujuｺﾞﾄ何もしてないなぁ。

まぁ、エイトｺﾞﾄも何もしてないので

ｦﾀｺﾞﾄは何もしてないことになるんですけど。

ｼﾞｭﾝｽのｼﾝｸﾞﾙもまだ買ってないし。

とにかく体がしんどくてﾀﾞﾒなんです。

なんか休みの日とかも全然ﾍﾞｯﾄﾞから起き上がれなくて。

いや、無線LANの設定はしたけど。(笑
なんか今、足つぼﾏｯｻｰｼﾞとかしたら激痛で死ぬかも。(笑
そのぐらい体がｶﾞﾀｶﾞﾀ。

整体に行こうかとも思ったんだけど

なんか膝の横が筋肉痛なんで病院の方がいいかなぁと思って。

２週間も。おかしくね???
とりまえず、最近太ったのでそのせいかもとか

ちょっと焦ってて。(笑
そんなわけで夏までに５ｷﾛ落とす宣言。



あぁ。あたしってありあまる富じゃなくてありあまる肉なんですけど。

忠義の痩せた分あたしに肉が···｡

あぁ。やっぱりこれって彼氏とか居なくて

ご披露する時がないからぶくぶく太っていくわけで。

もう変質者でいいから忠義にご披露して醜いと言われ

痩せたい。（←どM。

なんかそれでも前は握手会とかあったり

お席がﾐﾗｺｰ席で忠義に近づくﾁｬﾝｽとかあったけど

最近めっきりないもんねぇ。

しかも年に１回しか忠義に会ってないって···｡

そりゃ太るよねー。

油断しすぎでしょ???
忠義と水着ﾃﾞｰﾄを妄想しながらﾀﾞｲｴｯﾄに勤しむから。

それにはちょうどいいｶﾚﾝﾀﾞｰがあるではないか。

しかも鼻の下にニキビが出来て痛くて。

絶対ｽﾄﾚｽだぁ。

もうﾎﾞﾛﾎﾞﾛなわけですよ。

乙女としては。

もういつ忠義が逢いにおいでって言ってくれてもいいように

しておかなければ。

膀胱炎にはなるし、いいことないなぁ。
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2010.06.08 Tue ６年目も頑張ります。

大倉担まひるですけどもー。

今日、６日８日でこのﾌﾞﾛｸﾞが満５歳を迎えました。

５年かぁ。

いろんなことがあったなぁ。

それでもずっと忠義のこと好きで居られた。

例え逢えなくても。

６年目もよろしくお願いします。

最近ちょっとﾌﾞﾛｸﾞ離れしてるけど

それでも出来るだけ書いていきたいと

思ってます。

よろしこ〜。

結局、今日、病院行ってないし。(笑
だって病院が遠くてかったるいんだもん。

そんなわけでお昼寝します。

簡単ですみません。

さっきから眠くてあくびばっかりしてて

涙が止まらないんだもん。
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2010.06.08 Tue ﾌﾞﾛｸﾞを始めたきっかけ。

大倉担まひるですけどもー。

なんか結局寝ないでｺﾞﾛｺﾞﾛしてただけで

またﾌﾞﾛｸﾞ書きます。

なんかそういえば去年の今日は４周年だったにも

関わらずｽﾙｰしてたっけ。(笑
今年はだいぶ前から意識してて

８日は絶対ﾌﾞﾛｸﾞ書こうと思ってた。

ﾌﾞﾛｸﾞ自体始めたのはﾔﾌﾟﾛｸﾞさんで2005年の1月からなんだけど

JUGEMで始めたのは５年前の今日。

ちなみにあたしはﾌﾞﾛｸﾞなんてやる気は全くなく、

友達のﾌﾞﾛｸﾞと某HPでｶｷｺしてたんだけど

それが楽しみだった。

そのあたしをやる気にさせたのが

相方空（＠章大）のﾌﾞﾛｸﾞやらない???の一言だった。

その当時あたしはﾏｲﾊﾟｿが壊れてて家の会社のﾊﾟｿを

使わせてもらってたので無理なんじゃないかって

思って断ったんだけど

なんかその日はなかなか寝付けず、

結局ﾌﾞﾛｸﾞ始めてたってゆーね。

それが2005年の1月。

その時、JUGEMさんが募集してなくて

ﾔﾌﾟﾛｸﾞさんで始めたんだけど

もし当時JUGEMさんが募集してたらここのﾌﾞﾛｸﾞは

なかったんじゃないかって思う。

そしてﾏｲﾊﾟｿを直してﾊﾟｿが自由に使えるように

なってそのﾊﾟｿも買ってから１０年経ち、

いろいろ対応出来なくなってたので

去年の秋に今の白いﾊﾟｿに。

あたし的にはばあﾁｬﾝに買ってもらった前のﾊﾟｿの方が



好きなんだけどね。

やっぱ愛着とかあるし。

ばあﾁｬﾝが倒れる少し前に買ってくれた形見のﾊﾟｿだったし。

まぁ、もう起動に５分近くかかってたし、

画面におかしな文字が出てたから壊れるのも

目前でそれなら動くうちにﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ取って

新しいﾊﾟｿに移した方がいいと思って

新しいﾊﾟｿを買いました。

ｦﾀﾊﾟｿにならなくて残念なんだけどね。

前のﾊﾟｿは画面の周りにｽﾍﾟｰｽがあったから

ｽﾃｯｶｰとか貼りまくってｦﾀﾊﾟｿだったんだけどね。

（↑今更な感じでNEWSのｶﾚﾝﾀﾞｰ。

（↑super juniorとsuper junior-MのCD



（↑AIRの最後に出したｼﾝｸﾞﾙとﾍﾞｽﾄｱﾙﾊﾞﾑ。

（↑だいぶ前にくじで当てたｴｳﾞｧのｸﾞﾗｽ。

NEWSのｶﾚﾝﾀﾞｰはずっと欲しくてでも予約するとｶﾚﾝﾀﾞｰだけで

6600円ぐらいになると思って予約しなかったの。

それで探してみました。

そんなわけでY&Jのｶﾚﾝﾀﾞｰ全部揃いました。

ﾎﾝﾄはｼﾞｭﾆｱも欲しい。

中島健人くんが見たいんだもん。

もう売ってないだろうなぁ。

あ。先週のｶﾞｲﾄﾞの表紙がHSJだったじゃないですか???
山田くんが脱いだらすごいんですBODYをしてて

びっくりした。

なんかもっと華奢なｲﾒｰｼﾞだったから。
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2010.06.08 Tue 忠義運がなさすぎる。

大倉担まひるですけどもー。

久々に３回目突入〜。

なんか今日は肩こり、首こりがしないんだよねぇ。

久々に快適にﾊﾟｿが出来ます。

まぁ、足は相変わらずなんですが。

（↑こんな環境でﾊﾟｿやってまーす。

あと今日、 でﾏｸﾞｶｯﾌﾟもらってきたので

写真ｱｯﾌﾟ。

（↑これ可愛くない???
キティﾁｬﾝのﾏｸﾞｶｯﾌﾟなんだけど

あんまりキティﾁｬﾝっぽくないとこが気に入ってる。



なんか相変わらずｵﾛﾅﾐﾝCのﾎﾟｽﾀｰ貼ってあるってゆーね。

お友達にもらったやつなんで大切にさせていただいてます。

そういや、この間、NHKから封書が届いてて

NHKってことはROMES関連???とちょっと小躍りしながら

中開けたらなんかわけわかんないDVDの案内で

めっちゃがっかりしたってゆーね。

あれほどがっかりしたのも久々だなぁ。

あ。今考えたらROMESの特典の応募のﾊｶﾞｷ出す時に

NHKのﾊｶﾞｷも出したっけ。

あれはなんの応募だったんだろ???

書くのずっと忘れてたんだけど

７月から亮ﾁｬﾝもﾄﾞﾗﾏ決定だねぇ。

ﾔﾊﾞｲ。楽しみすぎる。

週２でﾄﾞﾗﾏでｴｲﾄﾒﾝが見れるなんて♥

ただ、忠義のﾄﾞﾗﾏがいつものことながら仕事で

ﾘｱで見れないとゆーね

なんでなんだー。

だいたい忠義ﾄﾞﾗﾏの半分がそうだもん。

見れたのってｼﾞｪｰﾑｽと源太ﾁｬﾝだけかなぁ。

なんか悲しすぎる。

大倉忠義のﾄﾞﾗﾏ見たいんで早退させてくださいとか

言ったら無言でどつかれるだろうなぁ。

ｸﾞｰかなぁ。ﾊﾟｰかなぁ。(笑
（↑そこが基準ですか???

やべぇ。Y&Jの会費まだ振り込んでねぇ。

今週末、 行くから

の近くの で振り込もう。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.06.11 Fri 鶴岡が美しすぎる件。

大倉担まひるですけどもー。

今日、午前中にいつもの通院に行って

帰りに本屋に行ってヲタ誌諸々買ってきました。

でも１件目でTV LIFEがなくて

２件目で見つけてエイトが表紙だったから

２件目まで行って探した甲斐があったなぁと。

そういや、大奥がｸﾗﾝｸｱｯﾌﾟしたとか。

映画楽しみだねぇ。

やっぱり松島と鶴岡のﾗﾌﾞｼｰﾝはあるとか。

ある意味楽しみです。

鶴岡の女子気分とニノと戦う男らしい部分と

堪能したいと思います。

ジョンの美しい鶴岡を見て興奮気味です。

それより忠義が久々に髪ﾊﾞｯｻﾘいったとか。

どこまでﾊﾞｯｻﾘいったのか楽しみです。

それを最初に見れるのってやっぱり歌番組???
まぁ、焦らされながら待ちますわ。

男の人のﾊﾞｯｻﾘと女の人のﾊﾞｯｻﾘの感覚が違うので

忠義のﾊﾞｯｻﾘもどこまでﾊﾞｯｻﾘなのか???
ﾄﾞｷﾄﾞｷです。

なんかそういや、エイトｺﾞﾄだいぶ焦らされてますけど

早く発表してくれー。

何???何があるの???



つーか女の子の日でめっちゃお腹痛いです。

休みだから薬飲むのやめようと思ったけど

あまりの痛さに結局薬飲みました。

お腹痛いので短いですがこの辺で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.06.11 Fri 鶴岡が美しすぎる件　Part2

大倉担まひるですけどもー。

あたし、TVぴあは関西版を定期購読してるので

関東版は買ってないのね。

それで今日、TVぴあを引き取りに行ってきたの。

何???鶴岡様がー!!!!
あたしのﾊｰﾄがぎゃふんって言いましたけども。

やっぶぁい。

おおおくのおおくらさんさすがです。

何回「お」って言うんだよ。

着物の色も似合うんだよなぁ。

あんなお姿でちょろちょろ歩かれたら

後つけていきたくなっちゃう。

（↑ｽﾄｰｶｰです。

だっていい香りしそうだし。

また鶴岡にぎゃふんと言わされました。

あぁ。なんて美しいんだ。

もう無理ー。

１０月まで我慢出来ないー。

がるるるるるるるー。

あぁ。松島が羨ましいです。

あんな美しい鶴岡に慕われて。

松島になりてぇー。（←無理ですけど何か???
男の人って大きいなって。

って言ってましたけど大倉さんもかなり大きいですよね???
なんかその大倉さんが玉木さんに身を預け···。(｡-_-｡)ﾎﾟｯ
やべぇ。死んだう。

あたしは腐女子か。

玉木の兄さん、二宮の兄さんもありがとう。

（↑この呼び方好き。



もっそい私信＞＞

しおりさん、ｺﾒありがとうございます。

６年目も頑張ります。

まみどりさん、ｺﾒありがとうございます。

あたしも６年目を迎えられるとは思ってもなかったです。

Mariさん、ｺﾒありがとうございます。

はい。これからもず〜っと続けていきます。

よしさん、ｺﾒありがとうございます。

これからもよろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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ｸﾘｯｸお願いします。
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2010.06.14 Mon 忠義と一緒なら。

大倉担まひるですけどもー。

疲れて帰ってきて

すぐﾊﾟｿに向かえる元気もなく

ご飯食べてお風呂入ってｶﾞｷ使見てました。

めっちゃ笑った。

やっぱﾀﾞｳﾝﾀｳﾝ面白いなぁ。

そういえばエイトもHEY３に出るんだった。

忘れてた。

ちゃんとﾁｪｯｸしなくちゃ。

最近少ｸﾗがちゃんとﾁｪｯｸ出来てなくて。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
仕事休みなのに???
先月は見れたのに。

録画もしたいのについつい忘れちゃうんだよねぇ。

B.I.Shadowが見たいのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

なんか仕事してると汗だくで。

あたし、鼻の頭にすっごい汗かくのね。

汗をかきはじめたら夏も近いとでも言いましょうか。

だから夏場とか鼻の周りが化粧はげはげになるから

夏は嫌いなんだけど。

もう仕事終わりぐらいになると

化粧はげはげ肌は汗でﾍﾞﾄﾍﾞﾄ。

海も苦手だし。

いや、行く相手が忠義だったらﾊﾘｷﾘ隊で行くんですけどねぇ。

でも海よりﾌﾟｰﾙ派だなぁ。

なんか波が苦手で。

だいたいあたしかなづちだもん。

だから浮き輪でﾌﾟｶﾌﾟｶ浮いてるぐらいしか



出来ないもん。

ただﾁｬﾝとかｼｭﾊﾟｰって早く泳げたらｶｯｺｲｲのに。(笑
それだけで胸キュンですけど何か???

あぁ。そう、それより忠義の看護師さん役ねぇ。

手に優しく包帯巻いてもらいたい。

もしくはｼｭﾊﾟっと手際よく点滴とかして欲しい。

あたし、血管がすごく細いので

ﾍﾞﾃﾗﾝさんじゃないとうまく入らないから。

はぁ。妄想だけでイッテQだ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.06.15 Tue 愛が生まれました。

大倉担まひるですけどもー。

昨日は疲れて帰ってきて

すぐ寝ちゃった。

最近寝るのも早いから朝も早く目が覚める。

前は３時４時ぐらいまで起きてたんだけど

最近は遅くても１時ぐらいかなぁ。

だいたい２３時って言えばﾍﾞｯﾄﾞの中でし。

そう、もしかしたら引っ越しするかもしれなくて。

ちょっとﾈｯﾄで物件探してたんだけど

やっぱ高いよねぇ。

あたしは２DKに住みたいんだけど

安いとﾁｮｰﾎﾞﾛｲし。

とにかく荷物が多すぎて１LDKとか無理くさいんだもん。

１LDKなら新築とかでいくつかあったんだけど。

問題は仕事だ。

仕事も新しく見つけようと思ってるんだけど

見つかるかなぁ。

まだ本決まりじゃないんだけど

東京に戻ろうかと思ってて。

まだ考えてる段階なんでどうなるか

わからないんだけど。

またどうするか決めたらご報告します。

あ。参考に住むならこの辺は穴場って場所があったら

教えてください。

東京、埼玉、千葉、神奈川で。

ただﾁｬﾝが近くに住んでたらどうしよう。(笑
１００％あり得ないから。

そんな高級な場所に住めないからねぇ。



まぁ、どこに住んでるかも知らないんですけど。(笑

つーか最近、ｹﾞｰﾑやってないなぁ。

なんか疲れててそんな集中力ないもん。

ﾊﾟｿやるのもやっとなのに。

ﾊﾟｿも最近あんまりやらなくなったなぁ。

前はほぼ毎日やってたのに。

あ。そういえば職場のMくんがWiiのﾏﾘｵにﾊﾏってて

頑張ってﾋﾟｰﾁ姫助けたのに「Thank You」しか言ってくれないって

嘆いていたっけ。

ﾏｼﾞｳｹる。

あたしもWiiを買って一緒にﾏﾘｵやろうって

言われた。

そんな金ないやい。

WiiとかPS３とか欲しいけど。

その前にﾃﾞｶｲ画面のTVだけどね。

１４ｲﾝﾁじゃ何も見えない。

あたしのﾊﾟｿはｹﾞｰﾑ用に無駄に画面がﾃﾞｶｲんだけど。

なんかそういえば昔、ﾁｬｯﾄとかよくやったなぁ。

今、そうゆうの全然だもん。

忠義と偶然ﾁｬｯﾄ始めて愛が生まれましたとか

ないのかｺﾉﾔﾛｰ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.06.16 Wed 大倉忠義の運転姿。

大倉担まひるですけどもー。

そんなこんなでもう仕事に行く支度も出来て

あとは を出るだけなので

のんびりﾌﾞﾛｸﾞ書いてます。

しかも今日は がたくさん降ってるので

で送ってもらいます。

そんなわけでいつもよりのんびりしてるのです。

あたし的にはただﾁｬﾝに送ってもらいたいです。(笑

で、 の中でｲﾁｬｺﾗ会話を楽しみたい。

あ。でもただﾁｬﾝが事故ると困るので

隣でおとなしく座ってます。(笑
ただﾁｬﾝの運転姿に惚れぼれしてます。

なんか絶対男前だよー。

と、なぜか鶴岡姿の忠義が浮かびましたけども。

もう男前＝鶴岡みたいな。(笑
でも髪をﾊﾞｯｻﾘいった忠義も興味津津。

あたし的には劇団演技者に出てた時の忠義がﾍﾞｽﾄなんだけどなぁ。

髪形とか体型とか。

長すぎず短すぎず。

はじめくん大好きだったなぁ。

じゃ、仕事行ってきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.06.16 Wed 振り向きざまに「ｶﾚｰ」と笑顔で言って。

大倉担まひるですけどもー。

今日、職場についたら やんでた。

しかももっそい暑いし。

で、帰ってきてｼﾞｮﾝとｶﾞｲﾄﾞを見たんだけど

忠義の髪がすでに短い

まさかこんな早く見れるとは思っておらず。

歌番組だろうなぁって思ってたのに。

いやぁ、あたし、POTATOの振りかえりざまの忠義がすっごい好きだったんだけど

短いのもいいね。

結局ただﾁｬﾝならなんでもいいあたしなんですが。

あの振り返りざまの忠義いいよねぇ???
水玉のｼｬﾂがすごく似合ってて。

なんか今日、またP誌見てｷｭｰﾝ♥ってしちゃったもん。

なんか妄想が広がって

「ねぇ、忠義、今日、何食べたい???」って聞いたら

あの抜群の笑顔で振り返って「ｶﾚｰ」って言われたい。(笑
あのちょっと長めの髪が好きなんだー。

ﾃﾍﾍ(ﾉ∀｀)

で。今日はKAT-TUNのｱﾙﾊﾞﾑ発売日です。

昨日ﾌﾗｹﾞしてないんで今日です。

それで通常版の方にｼﾝｸﾞﾙと連動したｲﾍﾞﾝﾄへの申し込みのｺｰﾄﾞが

入ってたんだけど

ｲﾍﾞﾝﾄ???しかも５大都市であって

ﾒﾝﾊﾞｰ誰になるかわからない方式らしい。

それは申し込まないらしい。(笑
別にﾒﾝﾊﾞｰ誰でもいいんだけど

でもやっかし６人がいい。

５大都市に６人で周って欲しい。



仁ﾁｬﾝ抜きってのはわかってたことだけど

なんかあたし、エイトの時、品川が忠義じゃなかったから

ﾊｽﾞﾚてもまぁ、いっかぁって部分あったのね。

そのまぁ、いっかぁって部分を作って欲しくないってゆーか。

だったら最初から申し込まないってゆーね。

まぁ、今はエイトｺﾞﾄが何が起こるかわからないから

申し込めないってゆーのもあるんだけど。

まだﾄﾞﾜﾝｺﾞのエイトの着うたもDLしてないし。

今夜DLしようと思ってまだやってません。

ﾀﾞﾒﾀﾞﾒeighterでｽﾏｿ。

後でゆっくりやります。

Wｶｯﾌﾟ、岡田JAPAN、初戦ｶﾒﾙｰﾝ戦勝ちましたね。

なんか今更的ですみません。

ぶっちゃけ負けるんじゃないかって比国民的なこと

考えてましたからねぇ。

なんかあたし、ﾁｷﾝなんで考え方ももっそいﾈｶﾞﾃｨﾌﾞなんです。

でも勝てたんでちょっと調子ぶっこきですけど何か???

あ。あとあたし的、今日のﾆｭｰｽは「カメデス」って書かれた亀が

捕獲されたことです。(笑
午前中の公園の管理人の捕獲ぶりのﾍﾀﾚなこと。

えぇぇぇぇぇぇぇぇえー。

今、絶対捕まえられたじゃん

って夕方帰ってきてﾆｭｰｽで見てがっかりしてたら

１８時からのﾆｭｰｽで警察官が素手で捕まえたって言ってて

更に午前中のどんくささに苛立ちとゆーか失笑とゆーか。

全国に山梨県民のどんくささを知らしめたとゆーか。

悲しくなりました。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.06.18 Fri 何？何が起きるの？

こんばんわんつー。

大倉担まひるですけどもー。

今日は携帯からの更新なのであっさりいきます。

単にロングで打てないだけ。(笑)

「浮き世踊りビト」聴いたんだけど全然わからなーい。

今年のテーマとかいろいろ言われてるけど

何？

例えば全国のお祭りにエイトが行くとか？(笑)
↑ない頭で考えた結果。

なんも思いつかねー。(;_;)

まぁ、それは正式発表を待ちましょう。

で、すっかり忘れていた錦戸ぷりんの試写会。

5歳児に錦戸と呼べと言い、錦戸扱い。(笑)
ともさかさんとは会話がほぼなかったとか。(笑)
大丈夫か？錦戸さん。

とりあえずここまで。

ほなおつー。





2010.06.22 Tue 物欲強し。

大倉担まひるですけどもー。

ちょい間が開きましたね。

すみません。

仕事でｸﾀｸﾀになっててﾊﾟｿに向かう元気が

ありませんでした。

昨日の朝、ﾌﾞﾛｸﾞ書いてたんですが

用事が出来てそのまま出かけて直に仕事行ったんで

結局書き途中だったﾌﾞﾛｸﾞは消しました。

まぁ、たいしたことも書いてなかったんですけど。(笑

あ。関ﾊﾟﾆのDVD７月２８日に発売になりますね。

しかもVol.1〜Vol.3まで。

買うかもっそい悩んだんですが

特典が見たいのでもちのろんで買います。

まだ予約してないけど。

なるべく安いとこで予約しようと思って

吟味してる最中です。

せこい···｡

せこいじゃなくて節約と言って欲しいなぁ。

だって１枚１０００円ぐらい違うんだもん。

それが３枚って大きいよね???
せこくない。(笑
一応簡単に見た感じではｱ○ｿﾞﾝが１番安かったけど。

そうそう、うちの親戚、「JIN」って名前のお店やってるの。

仁ﾁｬﾝが出てくる全然昔からこの名前。

名字が神宮寺だからなんだけど

あたしからしたらｼﾞｪｰﾑｽが神宮寺って名字だったから

そっちの方が嬉しい。(笑



昨日、用事があって電話したので書いてみた。

あ。昨日の午前中の用事ってiPadを予約しに行ってきたの。

家から３０分ぐらいかかる電機やさんで。

なので入荷が楽しみなんですけど。

そうゆう無駄遣いをしてるからお金が溜まらないんだって話なんですけども。

だって欲しいんですもん。

その前に を買えよって話ですよねー。

うーん。頑張って働こう。

でも引っ越しも視野に入れとかないとなぁ。

でもﾏﾏﾝに東京に戻りたいって言ったら反対された。

やっぱり病気のこととかあるから

身近に家族が居ないのはねぇって言ってた。

でも山梨で一人暮らししてたらたぶんﾗｲﾌﾞとか行けそうにないんですもん。

今の仕事じゃ、一人暮らし無理だし。

自分の手元に残るお金ってｱﾙﾊﾞｲﾄのお小遣い程度しか残らないもん。

だったら余計にiPadなんて買ってる余裕ないんですけどねぇ。

しかもﾋｯｷｰだし。(笑
ﾋｯｷｰにiPadなんて必要あるんでしょうか???(笑

朝５時ぐらいから起きてるから眠いや。

追記にｺﾒﾚｽ。

きょおこさん

蘭さん
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ﾌｫﾛｰありがとうございます。

これからもよろしくお願いします。

「浮世踊りビト」全然わからないですよねぇ。

なんか自分がｱﾌｫなのかと思いました。(笑
TVぴあの鶴岡さん、ﾔﾊﾞかったですねぇ。

最近ますます大倉さんのかっこよさに

目がくらむばかりです。(笑

蘭さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

大奥楽しみですよねぇ。

あの大きなｽｸﾘｰﾝで鶴岡さんが

見れるかと思うとﾄﾞｷﾄﾞｷです。



2010.06.24 Thu 大倉忠義さんと過ごす夏。（ｱﾊﾞﾝﾁｭｰﾙ(笑

大倉担まひるですけどもー。

一昨日、ﾌﾞﾛｸﾞ書き終えた後、

職場から電話があって仕事行ってきました。

久々の休日出勤でした。

しかも突然の。(笑
なんか急にYさんがこれなくなったとかで。

まぁ、どうせ暇だったし。

でもその代わり左肩が尋常じゃないぐらい痛いんですけど。

さすがに５連ﾁｬﾝとなるとしんどいです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
明日休みで良かったぁー。

明日、用事がたくさんあるんで

午前中に済ませて午後はまったりしたいと思ってます。

ヨコちょの貯金箱とｽﾄﾗｯﾌﾟをﾔ○ｵｸで落札したので

それの振り込みも行かないとならないし。

思ってたよりも全然安く落札出来たので

良かったです。

ってかｶﾞｲの前髪上げてるただﾁｮﾝより

前髪下ろしてるただﾁｮﾝの方が好きですけども何か???
前髪上げるなら断然ﾎﾟﾝﾊﾟが好きです。ﾃﾍ(ﾉ∀｀)
でも白い衣装が夏っぺー。

これはもうただﾁｬﾝとひと夏のｱﾊﾞﾝﾁｭｰﾙだわ。（←勝手な妄想。

もう贅沢言わないから。

ひと夏でいいからただﾁｬﾝと過ごしたいでげす。

もうその想い出だけで生きていくから

ただﾁｬﾝとひと夏のｱﾊﾞﾝﾁｭｰﾙを。

海にも行くし、山にも行くし、

花火もするし、ﾄﾞﾗｲﾌﾞもするし、

ただﾁｬﾝの食べたい物を思いっきり食べたいし、

夜はﾌﾌﾌﾌ···｡あんなことやこんなことも。

忠熊と一緒に過ごす夏。（笑



ｱﾚｰって襲われちゃうんだわ。(笑
ただﾁｬﾝならご希望に添えるよう努力します。(笑
何をだ。何を。

わー。久々に下ネタ。

なんせｱﾊﾞﾝﾁｭｰﾙですから。

しかもひと夏なのでただﾁｬﾝに

あたしじゃなきゃ無理な体に仕上げてですねぇ。(笑
あたし、そんなにﾃｸﾆｼｬﾝじゃないですけどねぇ。(笑
それともなんか純な感じがいいですか???
ただﾁｬﾝ。

自分、ｷﾓｲっす。

さすが忠熊担。

ｴﾛがにじみ出てます。

ちなみに「しじみ出てます」ではないですよー。

しじみなんか出てないわー。ﾎﾞｹ。

なんかでも最近爽やかなんだよなぁ。

忠義。

エロさが足りない。

ｼｰﾓﾈｰﾀｰの忠義が好きだったのに。

いや、爽やかでもついていきまっせ。

あ。でも爽やかだけどﾋﾞｽﾞからｴﾛさがにじみ出てるよね???
ｾｸｼｰ忠義は健在だ。

追記にｺﾒﾚｽ。

Ms.mさん

きょおこさん

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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ﾃﾚ朝で深夜やってた１５分番組「関ﾊﾟﾆ」のDVDです。

きょおこさん

やっぱりｱﾏ○ﾝですよねぇ。

ただﾁｬﾝ、御用達のｱﾏ○ﾝですし。(笑
早速予約しました。

iPad予約しちゃいました。

ちょうど毎月の支払い関係に余裕が出たので

ちょっと贅沢しちゃいました。

入荷が楽しみです♥
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入荷が楽しみです♥



2010.06.28 Mon ホテルくんがぁー。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

大倉担まひるですけどもー。

そうそう、結局金曜日も呼び出されて出勤。

そんなわけでただいま１０連ﾁｬﾝ続行中。

明日こそ絶対休む。

もうだって左肩がぶっ壊れそうだもん。

さすがに昨日は薬飲んだ。

だから今朝は肩が軽いけどまた仕事行けば

ｶﾞﾁｶﾞﾁになっちゃうんだよなぁ。

そんなめっちゃ忙しい日々を送っているので

すっかり先週のﾚｺﾒﾝのことは忘れていました。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
どっくんとホテルくんがぁー。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
最近滅多に出ないのになぁ。この２人。

生ホテルくんの声聴きたかったなぁ。

しかもそれに気づいたのが土曜日だったんですけど。

火曜日ぐらいまでは楽しみにしてたのになぁ。

ｿｯｸﾐｰです。

水曜ぐらいから頭からすっぽり抜け落ちた。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
最悪だ。

そういや、まだ少ｸﾗﾌﾟﾚﾐｱﾑも観てないし。

いつの話ですか???って感じですけど。

いろいろクソ忙しいんだって。

クソって言うな。クソって···｡

なんか途中、疲れ過ぎてご飯食べれなかったり。

ってそのぐらい忙しいんです寄って煮。

店自体は忙しい時とそうでない時とあるんですけど

あたしの仕事がﾊﾝﾊﾟなく多く。

あれやってこれやってって頭の中でﾌﾞﾂﾌﾞﾂ言ってます。



+ﾚｼﾞ。
このWﾊﾟﾝﾁで死にそうになります。

+「すみませ〜ん」とお客さんの容赦ない声。

順番だっつーの!!!!
あたし、今、死にそうなんですけどぉー。って言いたくなる。

その頃にはもうつゆだくです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
あ。汗だくです。

最近、聴いてる音楽がKAT-TUN、TORN、KAT-TUN、TORNなんですけども何か???
TORNは名曲だなぁと思う今日この頃。

やっと明後日、エイトの新曲も手に入るので

エイト三昧になるかと。

またﾈｯﾄで予約したのでﾌﾗｹﾞはなしです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
待ちくたびれました。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
もうすぐ７月だし、忠義のﾄﾞﾗﾏも亮ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏも始まるので

もっそい楽しみです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.06.28 Mon 諸々早く寝ます。

大倉担まひるですけどもー。

仕事から帰ってきたら留守電にiPadが明日入荷しますって

入ってました。

そんなわけで明日電機やさんに行ってこようと思います。

ﾅｲｽ。ｺｼﾞﾏ電機。

明日仕事休みだしねぇー。

つーかﾎﾞｹｰっとしてたら雑誌買い損ねたやつがたくさん。

本屋行くの３０日でいいやとか思ってたらいかんですよ。

小まめに行かないとね。

と思った今日１日でした。

さてさて今日のHEY3のエイトがもっそい楽しみなあてくしです。

HEY3って言ったらなんか松ﾁｬﾝが手術するらしいじゃないですか???
で、１ヶ月〜２ヶ月入院とか。

詳しくは知らないんだけど。

なんかちょっと心配です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

最近全然eighterらしいことしてないんだよねー。

もうﾚｺﾒﾝを聴き逃した時点で終わってる。

今度からどんなに疲れて帰ってきても

Webは木曜日のうちにﾁｪｯｸしよー。

そしたら聴き逃しとかないし。

なんかでもどうしても１日、２日遅れるんだよなぁ。

つーか毎週ﾚｺﾒﾝを聴けって話ですけども。

問題はそこか!!!!!
そうですよねぇー。

とりあえず撮り溜めてるものは明日見ることにして

今日は早く寝ます。(笑



明日あんまり暑くならないうちにiPadを買いに行きたいからです。

後、本屋にも行きたいし。

でも明日の最高気温３３度ってあった···｡(ﾁｰﾝ
でも雨じゃないから良かった。

雨だったら取りに行けないもん。

なんか天気予報だと最初、今週ずっと雨だったから

どうしようって思ってたの。

近いお店だったらいいけど３０分とか４０分とかかかるお店だから。

しかもﾊﾞｲｸだし。

車だったらいいんですけどねぇ。

相変わらず車の免許のないまひるたそです。

首こりが胸まできていてしんどいので

寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.06.29 Tue iPad買いました。

大倉担まひるですけどもー。

今日は の音で朝５時ぐらいに

目が覚めてそれから何して時間潰そうと考えたけど

結局ﾍﾞｯﾄﾞの上でｺﾞﾛﾝﾁｮ。

でも目が冴えちゃって全然２度寝は出来ず。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
ﾜﾝｾｸﾞでWS見て相撲ﾈﾀばかりにうんざりしつつ、

１０時になってｺｼﾞﾏへ。

で、早速iPadを買って帰りに本屋に寄って

買いそびれた雑誌、ｦﾀ誌諸々買って参りました。

（↑ﾋﾟﾝｸのﾚｻﾞｰのｶﾊﾞｰを事前に購入しておきました。

で。これね。

汗かきかきﾒｱﾄﾞ設定を。

なんかiPhoneのﾒｱﾄﾞ設定をしたことあるから慣れてるはずなんだけど

ﾃﾝﾊﾟって１時間もかかってしまった



で、ﾒｱﾄﾞ設定も終わり、自分のﾌﾞﾛｸﾞを見てみると

こっちのﾌﾞﾛｸﾞは画面がｽｸﾛｰﾙ出来ずに見れなかった

One Wayの方は見れたんだけど。

かなりｶﾞｯｶﾘｰｽﾞだ。

そんなわけで今後ﾃﾝﾌﾟﾚ変更するかも。

やっぱ自分のﾌﾞﾛｸﾞ見れないってねぇ

そんな悲しい話はないわけで。

で。ｦﾀ誌。

ﾎﾟﾎﾟﾛの胸元を大きく開けてる忠義がもっそいかっこよくて

昔だったらたまにしか見られないｾｸｼｰｼｮｯﾄも痩せた最近では

なんなくこなす大倉さん。

素敵です

ｷﾗｷﾗｵｰﾗが出てます。(笑
あぁ。また余計な妄想が。(笑
またｼｰﾓﾈｰﾀｰですけどね。

だってだって大奥があたしに余計な妄想を抱かせるんですもん。

絶対玉木兄さんと忠義だったら絵になるよね。

なんか自分が女性になったことをｲﾒｰｼﾞしてやったって

雑誌に書いてあったけどそんな忠義も見てみたいわけで。

あたしの腐女子度開花ですか???
ﾎﾞｰｲｽﾞﾗﾌﾞ大いに結構。(笑
なんかそういや、昔、同人誌とか読んでたっけ。(笑
中学の時、初めてｺﾐｹに連れてってもらったんだけど

そうゆうのも全然嫌いじゃない。

むしろ好きだし。

(↑所詮ｦﾀｸ。

そろそろHEY3でも見ますか???
また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.06.30 Wed ﾊﾟｯﾁ、わかった人居ます???

大倉担まひるですけどもー。

今日はやっと「Wonderful World!!」を手に入れました。

周りに遅れること１日。(笑
で、ﾊﾟｯﾁを見たんだけど

全然わからない。

これが何かわかった時にはすっきりするんでしょうか???(笑
ﾘﾋﾟﾘﾋﾟしてないからかもだけど

すばるのﾘﾎﾞﾙﾊﾞｰの時の「eighter」は聴きとれた。(笑
たったそれだけなんですけど。

他に何か気付いた方はぜひｺﾒﾝﾄくださいませませ。

で、CDはﾘﾋﾟﾘﾋﾟしてます。

相変わらず浮世踊りﾋﾞﾄは何の始まりかわかりませんけども。

でも曲はすっごく好きです。

あとﾊﾟｯﾁに入ってた亮ﾁｬﾝの曲も好き♥

で、いつも思うんだけど丸ﾁｬﾝは髪、ｽﾄﾚｰﾄの方が好き。

（↑どうゆう感想なんだ。

「明日」とか歌ってる時の丸ﾁｬﾝが最高に好き。

で、今日はﾔ○ｵｸで落札しましたヨコちょのｸﾞｯｽﾞが届きまして。

(↑貯金箱とｽﾄﾗｯﾌﾟです。

貯金箱は結構たくさん言葉喋ります。

しかも可愛いです。(ﾉ∀｀)♥



これで５００円玉貯金しようかなぁ。

所謂ｴｲﾄ貯金です。

ﾗｲﾌﾞのために使うお金です。

って無駄遣いの多いあてくしですけども。

iPadも買ったことだし、無駄遣いは控えよう。

そうそう、もう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞまた書き始めたんで

良かったら遊びにきてくださいねー

ﾘﾝｸに貼ってあるんですぐわかると思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.07.05 Mon 横山はしゃくれてた。（←さすがﾃﾚ朝さん。

大倉担まひるですけども。

ちょっとご無沙汰

考えたら７月に入って初めて書くってゆーね。

もうだってｸﾀｸﾀだったんですもん。

ですもん。ですもん。

昨日も眠いの我慢しながら

「関ｼﾞｬﾆ∞の怒られよう」を見ました。

ﾋﾞｼﾊﾞｼ怒られてましたねぇ。(笑
まだ見てない人もいると思うので

内容はまた今度。

そう、ﾍﾞｯﾄﾞで寝転んで携帯ｲｼﾞｲｼﾞしてたら

額に携帯落としてたんこぶが出来ました。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
目が覚める程痛かったです。

そうそう、あたし的ﾊﾟｯﾁ解釈。

なんかみんなのｺﾒﾝﾄまとめて見て

「大切な人とか大切なもの」って意味かなぁって思ったんだけど

違うかなぁ???
安易すぎる???(笑
なんかそのぐらいしか思いつかなくて。

なんせｶｽ頭なんで。(笑

つーか眠い。

なんか疲れててｲﾋﾞｷかいてるみたいで

そのたびに目が覚めるから何度も何度も目が覚めて。

今、ﾌﾞﾛｸﾞ消して寝ようと思ったもん。(笑



なんか寝た気がしないし。

寝ます。

ｺﾒﾚｽは明日やります。すみません。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.07.08 Thu ｺﾞﾛﾝﾁｮしながらｦﾀ誌読みます。

大倉担まひるですけども。

昨日も今朝もﾌﾞﾛｸﾞ書こうとしたんだけど

何書いていいのかわからず撃沈

なんか最近ﾈﾀがないんだよねぇ。

まぁ、時間があまりなかったのも敗因ですが。

昨日は、 見てたし。

前回は全く見なかった「ﾎﾀﾙﾉﾋｶﾘ」を見たんですよ。

これが面白くて。

いやぁ、向井理くんが好き♥

あの顔の小ささがｷｭﾝとくる。

あたし、結構の確率で小顔ﾁｬﾝが好きみたいよ。

なんか自分のｽﾀｲﾙの悪さを棚に上げて。(笑
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

なんかこの間、元彼の夢を見まして。

なんか恋しくなっちゃいました。

ﾒｰﾙしようかもっそい悩んだけど

結局諦めた。

なんか甘えても仕方ないなぁと思って。

自分から振ったくせに。

その後、振られたけど。(笑
なんかすっごいいい人だったんだよなぁ。

あたしがｦﾀｺﾞﾄ優先させても全然怒らなかったし。

そんな人なかなかいないよね???
好きだったけど大倉忠義の方が好きだった。(笑
うーん。それは今も変わってないかなぁ。

そういや、もうすぐ夏のﾄﾞﾗﾏが始まるね。

HDDたくさん開けて準備しなくちゃ。

なんかの雑誌で忠義の看護師の白衣見たけど



ﾔﾊﾞｽ。

めちゃかっこよかった

やっぱり何着ても似合うよねぇ。

ﾄﾞﾗﾏがめちゃ楽しみ。

あと個人的に刑事ﾄﾞﾗﾏが好きなので

亮ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏに期待。

肩こりが激しいので寝ます。

ｺﾒﾚｽ遅くなっててｺﾞﾒﾝなさい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.07.09 Fri ｼﾌﾄﾁｪﾝｼﾞ。

大倉担まひるですけども。

ﾃﾝﾌﾟﾚ、変更しました。

なんかﾎﾝﾄは３ｶﾗﾑとかで作りたかったんだけど

非常にめんどっちぃため２ｶﾗﾑのただ画像を入れるだけの

簡単ﾃﾝﾌﾟﾚさんにしました。

これでも上のﾊﾞｰ消したりﾌﾞﾛｸﾞﾊﾟｰﾂを

入れたりするので１時間ぐらいかかったんですけど。

まぁ、時間が出きたらまた変えます。

つーか珍しく１０日も早く女の子の日になりまして。

まぁ、それで半分死にかかってるんですけど。

でも今日はわりと涼しいので過ごしやすいです。

これで暑いとぐったりです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
うー。お腹痛い。

しかもあたし、量がﾊﾝﾊﾟなくて昼間でも夜用ﾊﾟﾝﾊﾟｰｽじゃないと

おもらししちゃうんですよね。

生まれてこのかた昼用なんて使ったことがありません。

で、「関ｼﾞｬﾆ∞の怒られよう！」の感想でも。

なんか番組だとわかっていてもｴｲﾄﾒﾝが怒られるのを

見るのはぶっちゃけつらく···｡

すばﾁｬﾝの髭とかまで怒られちゃうんだぁと思って。

で、思った。

あからさまにすばﾁｬﾝとか亮ﾁｬﾝとか細いじゃないですか???
その２人に引っ越しやを割り振る辺りがもう怒られてこいみたいな感じで。

でもそんな亮ﾁｬﾝより大倉忠義さんの方がﾍﾀﾚだったんだけど。(笑
やっぱり的展開。

せしるまくびーはなんかヒナﾁｬﾝが可愛く見えたのは

あたしだけですか???
でもせしるまくびーと引っ越しやと銀だこだったら



割り振り的にやっぱり忠義は引っ越しやなんだろうなぁと

ちょっと思ってみた。

でも忠義の女装も観たかった。(笑
すごいﾃﾞｶい女の人になると思うけど。

なんかでもいろんな仕事をやることはいいことだと思う。

それは結局怒られるんですけど。(笑

で、昨日、ヲタ誌を読んでたんだけど

今回、忠義さんのﾂﾎﾞり写真がなく···｡

でもﾌｧﾝのみんなへっていうﾒｯｾｰｼﾞがついてたのと

他ﾒﾝへのﾒｯｾｰｼﾞがほのぼのして

良かった。

ヒナﾁｬﾝの「たつへ」っての見て相変わらず「たつよし」もしくは

「たつ」って呼ばれてるんだなぁって思ったり。

空（＠章大）も「たつよし」って呼ぶけど。(笑

ｺﾒﾚｽ遅れててｺﾞﾒﾝなさい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.07.10 Sat 有無を言わさず忠義に逢いたい。

大倉担まひるですけども。

HSJのｱﾙﾊﾞﾑを聴いてます。

意外???
でもﾗｲﾌﾞDVDも持ってるし、写真集も持ってるんだよね。

ｦﾀｸですよねぇ。(笑
ﾃﾞﾍﾍ(ﾉ∀｀)

左肩が痛くて撃沈しそうです

なんで左肩だけなんだろ???
右肩は普通の肩こり程度。

でも左肩は腕が上がらない程痛い。

前はそんなことなかったんだけどなぁ。

やっぱ仕事のｷﾂさに体が悲鳴あげてるんだろうなぁ。

そう、この間、理不尽な怒られ方した。

あたしは作業をしててﾚｼﾞにお尻を向けてる感じで座って作業してたの。

で、もう１人ﾚｼﾞに人が居て。

そしたらI氏にﾚｼﾞの正面向いてた人が怒られるんじゃなくて

あたしがﾚｼﾞに人が並んでるだろ!!!!気配で察知しろ。って怒られた。

なんかこのI氏の怒り方は絶対おかしいのよねぇ。

あたし中心に怒るってゆーか。

あたしのこと嫌いなんだろうなぁ。

なんか毎日怒られるんじゃないかとﾋﾞｸﾋﾞｸしております。

そんなわけで最近仕事が全く楽しくなく

１週間ぐらい休みが欲しいなぁと思うばかりで。

そして忠義にその間、逢いたい。

で、１週間ぐらい休みが欲しいわけですが

何かしら理由がなければ休めるわけもなくー。

なのでエイトの下半期にかかってるわけで。

早くお知らせ来い来い。



肩痛いので寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.07.11 Sun ボケボケの頭。

大倉担まひるですけども。

お腹が痛いなう。

亮ﾁｬﾝがﾄﾞﾗﾏと映画のWﾊﾟﾝﾁで雑誌や の露出が多く、

ついていけてない···｡

忠義も映画公開が近づいたら露出増えるかなぁ???
でも主演じゃないしなぁ···｡

ほどほどでお願いします。

それでなくてもﾄﾞﾗﾏのTBSはついていけないことが多く···｡

悲しい思いをしてますだ。

録画失敗した∞MAPもあるから

それと一緒に友達にﾀﾞﾋﾞ頼もうー。

ｴｺ番組と笑ってこらえてもｽﾙｰしちゃったし。

ｴｺ番組なんていつやってたかも知らないし。

最近番組ﾁｪｯｸが甘いし。

もう亮ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏなんて次の休みだし、

忠義のﾄﾞﾗﾏも来週だし。

なんか忘れそう···｡

うぬぼれ刑事が思ってたより面白くなくー。

１話ってこんなもの???
でもｸﾄﾞｶﾝなんだよねぇ。

２話に期待。

最近長瀬くんﾊｽﾞれてるんだよなぁ。

なんか前のｽﾊﾟｲのやつもいまいちだったし。

長瀬くんのお芝居は面白いんだけどねぇ。

それより金ｽﾏでやってたﾊﾟｸ·ﾖﾝﾊのやつ見たかったし。

ﾊﾟｸ·ﾖﾝﾊ好きだったんだよねぇー。

だから非常に残念です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
いろいろつらかったろうに。



わかってあげられないのがまたつらい。

ヨコのﾊﾟﾝﾌを定価で落札したのに

全然連絡ないんだよねぇ。

火曜日にお金振り込んだのに。

軽くｲﾗっとしてます。

いくら仕事が忙しくてもこれはお金の絡んだ取引ですからね。

あたしだって忙しい中、お金振り込みに行ったのに。

仕事が忙しくてうまく取引が出来ないからｵｰｸｼｮﾝなんかに

出品しなけりゃいいわけだし。

定価だからってなめんなよ。(笑

眠いので２度寝します。

∞MAPを放置して。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.07.12 Mon 早く夏休みが欲しい〜。

大倉担まひるですけども。

もう夜はｸﾀｸﾀで無理です。

肉体的にも精神的にもﾎﾞﾛﾎﾞﾛです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

打たれ弱いんです

いや、朝も眠いんですけどね。

５時ぐらいから起きてますからね。

（↑お年寄りか???
いや、ﾎﾝﾄしんどい。しんどい。

なんか去年の今頃ってエイトの長野公演だったんですねぇ。

あっという間に１年経ってしまいました

１年も逢ってないんですねぇ。

びっくりですわ。

それでも忠義への気持ちを維持出来てるとこが

素晴らしい。

あたし、ﾎﾝﾄに好きだったら全然逢えなくても

気持ちが維持出来ちゃうんですよね。

だから元彼が警察学校に入って逢えないし、半年近く

連絡取れなくても我慢出来ちゃいましたもん。

だから忠義に１年ぐらい逢えなくても気持ちは維持出来ちゃうんですよ。

そりゃ、たくさん逢えたら逢えたに越したことはないですけど。

なんか毎日が忙しくて忠義のこと考えてる時間も

でほっとしてる瞬間だけですもん。

仕事中なんて必死すぎて。(笑

そう、あたしは夏休みをいつ取ればいいの???
エイトのｽｹが発表にならないと全然夏休みが取れない。

もうそろそろ限界なんですけど。

精神的に···｡

なんかﾊﾞｲﾄで中国人の女の子がいるんだけど



もう苛々。

やっぱ職場に空気読めない人がいると

疲れるよね???
まさにそんな感じ。

すっごいめんどくさい。

無駄にﾃﾝｼｮﾝ高いしさぁ。

何かしてきますって言うじゃん???
絶対「ﾀﾞﾒです。ﾀﾞﾒです。」って冗談で言うんだけど

それも毎回だとめんどくさい。

もう最近は無視してるもん。

ﾏｼﾞうぜぇ。

しかも人の悪口ばっか影で言ってて

本人目の前にするとすっごいご機嫌取ってて

１番嫌いなﾀｲﾌﾟ。

ﾎﾝﾄ無理。

何か言えばすぐ舌打ちするし。

言うこと全然きかないし。

何もかもが自分流。

最悪だ。

ｺﾒﾚｽ遅くなっててｺﾞﾒﾝなさい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします
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2010.07.13 Tue 拝啓、大倉様。

大倉担まひるですけども。

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

亮ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏが明日ですね。

HDD開けなくちゃ全然入らないっす。

明日は涼しいみたいなんで黙々と作業が進みそうです。

ﾃﾍﾍ(ﾉ∀｀)

今日は疲れたので早く寝ようと思ったんだけど

全然眠れなくて···

左肩の痛い時は左肩を下にして眠ればいいとゆーことが

判明しまして。

まぁ、ﾀﾞﾒな時は全然ﾀﾞﾒなんですけども。

今日はﾎﾝﾄ仕事行きたくなかったなぁ。

仕事、午後からだったんだけど

それでも行きたくない日ってあるんですよ。

なんかお腹痛くならないかなぁとかずっと考えてました。(笑
結局１０時間頑張ったんですけど。

朝、早くから起きてるからちゃんと早く眠れるかなぁって

思ったんですけど全然。

これもﾀﾞﾒな時は全然ﾀﾞﾒです。

そんなわけでﾌﾞﾛｸﾞ書いてから寝ようと思いまして。

ﾃﾍﾍ(ﾉ∀｀)

あ。やっとﾔ○ｵｸで落札したヨコのﾊﾟﾝﾌの出品者から

連絡きまして。

もう評価どうしようかと迷ってます。

あんまり悪い評価とかつけて気分害したくないじゃないですか???
かと言って満点の評価はねぇ···｡

うーん。真ん中ぐらい???
まぁ、あとはﾊﾟﾝﾌの状態で考えます。



最近∞MAPも観てないですし、

最後にエイトを見たのがHEY3。
明日はちろーっと∞MAPでも見ますか。

今週のﾁｭｰﾎﾞｰですよが忠義って聞いたんですけど

全然確認してません。

ﾏｼﾞだったら楽しみだなぁ。

３０分忠義ONLYですもんね

忠義のﾄｰｸが楽しみです

そうそう、このﾌﾞﾛｸﾞ、iPadから写真がUP出来なくて

困っていたのですがｱﾒﾌﾞﾛで写真UP出来るらしいので

ｱﾒﾌﾞﾛも福原まひる名義で始めました。

まだ全然書いてないんですけど。

調子が上がってきたらｱﾄﾞﾚｽｱｯﾌﾟしますね。

ｺﾒﾚｽは明日やりますねー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします
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2010.07.14 Wed いよいよﾊﾟｯﾁ続編ですか???

大倉担まひるですけども。

がひどいので

ﾊﾟﾊﾟﾝに迎えにきてもらって

iPadでﾌﾞﾛｸﾞ書けるか試してたんですけど

ﾊﾟﾊﾟﾝによく の中で

酔わないね???
って言われて自分でもそうだなぁと。

あたし、子供の頃、乗り物酔いがひどかったんです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
だから旅行とか全然楽しくなくて。

しかも布団が変わると眠れないﾀｲﾌﾟだったので

ﾎﾝﾄに良いとこなしで。(笑
今はたぶん船酔いぐらい???

は大丈夫です♥

あと、船酔いと一緒で地に足がついてないと苦手なので

飛行機も苦手です。

そんなわけで高所恐怖症でもあります。

あと閉所恐怖症でもあります。(笑
ﾎﾝﾄに狭いとこが苦手で。

ﾄｲﾚとかﾎﾝﾄ無理!!!!!

では１００％開けっぱなしです。(笑
お子ちゃまでｽﾏｿ。

そう、昨日、亮様のﾄﾞﾗﾏを見ないで寝たのはこのあたしです

天下の錦戸亮様のﾄﾞﾗﾏですよ???
眠さに勝てなかった。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

目が覚めたら深夜１時でした

亮様ｺﾞﾒﾝなさい。

次回は必ず見ます。

ｽﾀｰﾄから遅れをとったわ。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ



あ。８月２５日新曲発売ですね。

「LIFE〜目の前の向こうへ〜」
「GM〜踊れﾄﾞｸﾀｰ」の主題歌。

やりました。

初ﾄﾞﾗﾏ主題歌ですよ。

もうROMESでｼｮｯｸを受けたので今度こそﾘﾍﾞﾝｼﾞです。

まぁ、忠義は仕事人の時に主題歌ﾃﾞﾋﾞｭｰは

してますけどねぇ。

エイトとしては初ですね。

もうこれ知ったの１２日だったんですけど

一応正式発表を待ってからと思ってﾆﾔﾆﾔしてました。

だいたい１２日ぐらいからﾈｯﾄで周ってましたよね???

そしてﾊﾟｯﾁの続きを

しかも８月２５日と言ったらエイトの関西ﾃﾞﾋﾞｭｰの日じゃないですか???
なんとなく話が繋がっていくんだなぁっていうのを

感じます。

あたし的にはやっぱり忠義ﾊﾟｯﾁですか???
それがどんな曲でどんな内容なのかっていうのが

すごく気になります。

で。新曲は明日のﾚｺﾒﾝで聴けるのかなぁ???
なんか先週さりげに発表ありますって言ってたから

たぶん流すよね???
それともGM待ちですか???
楽しみ〜。

ｺﾒﾚｽは追記に。

きょおこさん

るみさん

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

まみどり。さん（＠忠義）

あるこさん（＠亮）

chikaさん（＠忠義）



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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JUGEMテーマ：関ジャニ∞
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JUGEMテーマ：ジャニーズ

きょおこさん

iPadでﾌﾞﾛｸﾞも更新出来ることが分かったので

ﾌﾙ活用したいと思ってます。

ｶﾊﾞｰは普通のﾋﾟﾝｸのﾚｻﾞｰのやつにiPadについてた

ｱｯﾌﾟﾙのｽﾃｯｶｰを貼りました。

ﾃﾝﾌﾟﾚもiPad対策で変えたので

見れるようになりました♥

ﾄﾞﾗえもんも夢じゃないと思います発言ｳｹました。(笑
ﾎﾟﾎﾟﾛのセクシー忠義、最高ですよね???
ﾄﾞｷﾞﾏｷﾞします。(笑
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ﾊﾟｯﾁはいよいよ来月に続き出ますね。

なんかたぶん間を開けずにくるだろうなぁとは思ってたけど

記念日に当ててくるとはやっぱりエイト誕生ってゆーか

ｴｲﾄの出発点に関係あるのかなぁと思います。

そうゆう意味で赤ちゃんとかなのかなぁと。

るみさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

なんか子供が関係してるって話よく聞きますよね???
とりあえず来月ﾊﾟｯﾁの続きも発売になることだし、

少しづつ「あ〜。」ってなるんじゃないかと。(笑
楽しみですね。

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

あたしもﾊﾟｯﾁ、全然わかんないです。

club∞も全然わかんないです。(笑
軽くｲﾗっとします。(笑
自分のｱﾌｫ加減に。(笑
たぶんclub∞はごんﾁｬﾝの言う通りﾋﾝﾄになってるとは思います。

まみどり。さん（＠忠義）

ﾏｼﾞですか???
すばるの歌聴き直します。

ﾊﾟｯﾁの続きが出る前に歌詞をﾊﾞｯﾁﾘ覚えられるぐらい

見ようと思います。

亮ﾁｬﾝの曲、亮ﾁｬﾝらしいですよね???
なんかやっぱりｴｲﾄﾒﾝが怒られるのを見るのは

つらいですよね???
甘いって言われるかもしれないけど。

すばﾁｬﾝは切なかったです。

たっちょんのｷﾞｬﾙは絶対綺麗だと思います。

ﾔﾊﾞｽですよね。

あ。やっぱりﾁｭｰﾎﾞｰですよ！にたっちょん出るんですね。



ﾄﾞﾗﾑ披露するんですか???
ますます楽しみになりました。

あ。ｱﾒﾌﾞﾛ、良かったらｱﾄﾞﾚｽ教えてください。

遊びに行きます。

あたしはまだｱﾒﾌﾞﾛの方書いてなくて···｡(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

あるこさん（＠亮）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

あ。きょおこさんの相方さんですか???
それはそれは。お世話になってます。（笑

ありがとうございます。

文章好きとか言われるのが１番嬉しいです。

たっちょんの笑顔、ｽﾃｷですよね???
錦戸担の方に言ってもらえると非常に嬉しいです。

こちらこそ仲良くしてくださいませませ。

chikaさん（＠忠義）

こんばんﾜﾝﾂｰ。

ｼﾝｸﾞﾙ出ますねぇ。

あたしはいつも発売になるだけ全部買います。

例えばｼﾝｸﾞﾙ３種類発売なら３種類、

DVDが２種類出るなら２種類。

chikaさんはどうしてますか???



2010.07.16 Fri わからない···｡

大倉担まひるですけども。

昨日は全然 見ないで

寝てしまった。

見たい番組いっぱいあったのに。

でもとにかく眠くて眠くて。

なんか時間がもったいないなぁと感じます。

昨日はﾎﾝﾄ珍しく早番で１７時過ぎに帰ってきたんだけど

２０時ぐらいには寝てしまった。

ご飯食べてお風呂入ってだからﾎﾝﾄ何も 見てないんだよね。

水曜日もﾎﾀﾙﾉﾋｶﾘ２を途中で断念して寝たし。（笑

どんだけ眠いんだか。

HSJのｱﾙﾊﾞﾑの最後にﾒﾝﾊﾞｰからのｺﾒﾝﾄが入ってるのね。

で、薮くんが１番最初なんだけど第一声が疲れている···｡

声が枯れてる···｡

それがもっそい気になるんですけど何か???
でも相変わらずﾒﾝﾊﾞｰの名前が言えません。

どんだけ鈍いんだか。

わかるのは薮くん、光、高木くん、山田くん、知念くん、伊野尾くん、有岡くん

岡本くんまで。

この８人は名前と顔が一致するのね。

名前もﾌﾙﾈｰﾑで言えるし。

あとの２人がわからない。

ﾎﾝﾄこんなんですみません。

JUMPﾌｧﾝのみなさん。

あ。森本くんもなんとかｷﾞﾘわかるかな。

中島くんは絶対名前が出てこない···｡

漢字も出てこない···。

これでもだいぶ覚えた方なんだけどなぁ。

でも森本くんももしｼｮｯﾌﾟの写真とかでちょっと

違う写り方してたらわからないかも。



それは有岡くんとかもそうかも。

つーか眠い。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.07.19 Mon 忠義三昧。

大倉まひるですけども。

昨日のﾁｭｰﾎﾞｰですよ！がもうただﾁｬﾝが可愛くて♥

なかなかの包丁さばきにあっぱれ。

これは何度見てもいいね。

ｷｯﾁﾝ道具も忠義にかかればﾄﾞﾗﾑｾｯﾄに早変わり。

めちゃくちゃかっこよかった♥

そしてどこに行ってもする発言。

ﾒﾝﾊﾞｰの中で２番目に面白くないとﾊｰﾄﾞﾙをしっかり

下げる大倉忠義。

ヨコだってすべる時はすべるんじゃー。

で、GM。

少しだけ見たんだけど面白かった。

医療ものなのに探偵部分ありｺﾐｶﾙ部分ありで

めっちゃ面白かった。

忠義のｸｰﾙなお芝居にどM福原興奮。

これから忠義がどうなってくか楽しみ。

多部ﾁｬﾝとﾋｰ様のすっとこどっこいな会話がめっちゃ面白い。

案外簡単に多部ﾁｬﾝに騙されるﾋｰ様。

ここに忠義も加わってくるのかなぁ???
と思うと楽しみです。

まぁ、忠義はすっとこどっこいにはならないでしょうけど。（笑

なんか２日も続けて忠義が見れるとﾆﾔｹが止まらないね。

忠義の短髪が案外お気に入りなあてくし。

忠義不足がだいぶ解消されました。

これ毎週見れるかと思うとウハウハです。

なんかもっとｼﾘｱｽなﾄﾞﾗﾏかと思ってたからびっくりしました。

なんかそういえば昔、誰かの魂のMCに出てきた仁ﾁｬﾝ。

ｺﾒﾃﾞｨﾄﾞﾗﾏなんですよねぇって他ﾒﾝが言うと



すかさず赤西仁は「ｺﾒﾃﾞｨって何???」って言ってました。

なんかそういや、仁ﾁｬﾝがKAT-TUN脱退って話出てますけど

ﾏｼﾞですか???
なんか海外ﾂｱｰの結果次第でらしいですけど。

なんかやっぱり仁ﾁｬﾝにはKAT-TUNのAで居て欲しいです。

仁ﾁｬﾝの居ないKAT-TUNなんて味噌の入ってない味噌汁と一緒だぁー。

KAT-TUNの歌にﾊﾟﾝﾁがなくなる。

やっぱりKAT-TUNに赤西仁は必要でしょ???
やっかし仁亀のｼﾝﾒがあって成り立ってると思うからね。

戻ってきてー。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽは時間が開いた時にやります。

すみません。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.07.20 Tue 検索ﾗﾝｷﾝｸﾞ１位。

大倉担まひるですけども。

あたしのﾊﾟｿ、富士通なんですけど

IEを開くと画面の上部分に検索ﾗﾝｷﾝｸﾞが出るんですね。

そこにな、なんと「関ｼﾞｬﾆ∞」と「ﾃｲﾁｸ」さんが。

（↑見づらくてｽﾏｿ。

これはもしや昼間のｴｺ番組の余波ですか???
それであたしのﾌﾞﾛｸﾞも訪問者が多いのでしょうか???
さっき見たら４００超えてたもん。

何事かと思いましたよ。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

そう、今日うっかり松潤のﾄﾞﾗﾏが始まるの

忘れてて録画もしてないってゆーね

今日はｴｺ番組でいっぱいいっぱい。

昨日、夜中、CM見て思い出してHDD開けたからね。

あたしのｷﾞﾘｷﾞﾘ人生。（笑

あ。友達から忠義の新しいｼｮｯﾌﾟ写が届きました♥

Wonderful World!!のPVのｵﾌｼｮｯﾄなんだけど

ﾔﾍﾞｪ。ただﾁｬﾝが可愛過ぎるぜ。

やっぱｵｰﾊﾞｰｵｰﾙって可愛いなぁ。



あたしも３着ぐらい持ってるんだけど

最近って流行りじゃないじゃない??
だから全然はいてないんだけど。

まぁ、それにｵｰﾊﾞｰｵｰﾙっていう年齢でもないし。（笑

（↑ここが１番大事。

で、忠義の肩に寄りかかってる亮ﾁｬﾝの写真があって

ﾆﾔﾆﾔしちゃいました。

亮ﾁｬﾝが羨ましいー。

にしやーん。

にしやーん。で思い出したんだけど

あたし、ﾚﾝｼﾞｬｰ、先々週のやつ読んでなかった。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
なのでにしやんの話題についていけてなかった。（笑

非常に残念なあたし。

で、さっきのﾗﾝｷﾝｸﾞね。

さっきは４位がﾃｲﾁｸさんで６位がｴｲﾄだったんだけど

今見たら１位がｴｲﾄで２位がﾃｲﾁｸさんになってた。

すっげぇ。すっげぇ。

（↑基本なんでも１位は嬉しい人。

で、７位ぐらいに関ｼﾞｬﾆって入ってるぅー。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽは時間のある時にやりますので

しばしお待ちを。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.07.21 Wed 簡単な問題じゃない。

大倉担まひるですけども。

今日、午後から で

いつもより２時間早く早退したのね。

まぁ、その分、金曜日仕事が夕方からあるんですが。

で、 が思ってたより早く終わったので

１６時半には に着いてて。

そんなわけで夕立があったのですが

全く濡れずに帰ってくることが出来ました。

ﾅｲｽ、俺。

そして仁ﾁｬﾝのKAT-TUN脱退の正式ｺﾒﾝﾄ。

元仁担なのでやっぱり泣きました。

仁ﾁｬﾝを通してKAT-TUNを見てきたので

やっぱり脱退だけはして欲しくなかったなぁって

思いました。

でももう見てる場所が違うんだなぁって思ったら

それはそれで受け止めていかないといけないんだなぁとも

思いました。

残念なのは仁ﾁｬﾝが脱退する前に

もう１度６人のKAT-TUNを見ておきたかったことです。

きっとそれはこれから先仁ﾁｬﾝを見ても

KAT-TUNを見ても感じることだと思う。

まぁ、仁ﾁｬﾝはこれからも歌もお芝居もﾀﾞﾝｽも続けていくと

ゆーことなので見れなくなっちゃうわけじゃないから

KAT-TUNも仁ﾁｬﾝも応援していきたいなぁと

思います。

まだ気持ちの整理はつかないけど

でも少しづつ割り切れていけたらいいなぁと

思ってます。



ありがとう、ﾛｸｰﾝ。

あぁ。早く涼しくならないかなぁ。

ｼｬﾜｰしたいんだよね。

まだこの時間でｼｬﾜｰしても結局汗だくになるだけなので

もう少し涼しくなってから。

この待ってる時間がすっごく気持ち悪い。

汗だくって嫌い。

特に夏場はﾒｯﾄを長時間かぶるので

頭もぐっしょりになるから嫌い。

だから１分でも早くｼｬﾜｰしたいんだよなぁ。

まだ仕事行く時は平気なんだけど

帰りは最悪です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.07.22 Thu 嵐ちゃん。

大倉担まひるですけども。

左肩が痛い時は起きて普通にしてても痛いし、

ｺﾞﾛﾝﾁｮしても寝がえりうてないぐらい痛いし。

なのでそんな時はすぐ左肩を下にして寝ます。

そうすると１時間ぐらいでちょっとﾗｸになります。

今日もそれで嵐ちゃんを見てました。

いやーん。嵐の「チョコレイト・ディスコ」録画したかったぁー。

すっごい可愛いし、楽しそうだし。

今日、相葉ﾁｬﾝの出来ないこといっぱいあったなぁ。（笑

ｳｲﾝｸの出来ないのはあたしと一緒だ。

ﾘｽﾞﾑの裏が取れないも面白かったなぁ。

大丈夫。相葉ﾁｬﾝ、完璧だったよ。

相葉ﾁｬﾝがｳｲﾝｸ出来ないのは知らなかったなぁ。

まぁ、やるｷｬﾗでもないしなぁ。

相葉ﾁｬﾝの懸垂もかっこよかったなぁ。

あたしも男の人の懸垂してる姿は好きかも。

（↑大倉さん、大丈夫???
大倉さんのｺﾞﾛｺﾞﾛしてる姿は見るけど懸垂してる姿は

見たことないや。

（↑何ｷｬﾗ???

つーか帰ってきてお腹ﾍﾟｺﾍﾟｺでC.Cﾚﾓﾝﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ１本飲んだら

気持ち悪い。

もともと炭酸苦手だしね。

しかもそんなたっぷり水分取った後に

夕飯がお茶漬けってどーよ。

お腹がたぷんたぷんで気持ち悪い。

さっきからお腹がげぽげぽ言ってるもん。

つーか今年は暑さが尋常じゃないよね???



今日、岐阜で３９度超えたらしいじゃん。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
山梨でも３５度とか３６度になるんだけど

それでも死にそうですもん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.07.24 Sat 最近ｴｲﾄｺﾞﾄ書いてませんが何か???

大倉担まひるですけども。

今日、仕事１６時ぐらいからでいいと言われてたので

のんびりｺﾞﾛｺﾞﾛしてたんですわ。

そしたら１２時に職場から電話かかってきて

今すぐ来れる???って。

まぁ、結局１３時に行ったんですけども。

ほぼいつも通りです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
帰ってきたら頭が痛くて。

そんなわけで苦難の６連ﾁｬﾝ３日目の夜です。

ﾏｼﾞ頭痛ーい。

しかも風邪ひいた疑惑。

朝起きたら咳が止まらなくて。

でも仕事行ってしばらくしたら治まってましたけど。

なので疑惑なのです。

先週見てないので１話以来のうぬぼれ刑事だったんですが

面白かったです。

あたしはｻﾀﾞﾒﾁｬﾝが好きです。（笑

斗真たそ、やっぱりｶｯｺｲｲ〜♥

全然ﾓﾃない役でもｶｯｺｲｲです。

頭痛いので何も書いてないですが

寝ます。

すみません。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2010.07.24 Sat あたしもﾀﾞｲｴｯﾄ頑張ろうー。

大倉担まひるですけども。

眠れなくてｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞしてたら頭痛が治ったので

ﾌﾞﾛｸﾞ書きます。

そうそう、昨日のﾚｺﾒﾝめっちゃ面白かった。

ちょっとぽっちゃりめの女の子、ゆきどぅんさんが

わたし怒ってますって感じでヨコヒナと電話で

話してたんですけど

ゆきどぅんさんが細めの女の子と焼き肉を食べに行って

そっちの子がﾗｲｽおかわりしたら店員さんが当然のごとく

ゆきどぅんさんの前に持ってきたとゆーもの。

まぁ、他にもぽっちゃり系でお怒りの発言があったのですが

ヨコがもう名前のゆきどぅんも言いづらいとか

言いだしてゆきどんと言っていた。

で、ゆきどぅんさんが６０ｷﾛあると言ったら

ヨコでさえ６３ｷﾛらしくもう「どすこい」って

言ってと言いゆきどぅんさんに「どすこい」と言わす始末。

そのやりとりがめっちゃ面白くて

１人大爆笑のあたしなのでした。

(↑BANDAGEのDVD。



(↑ｼｮｯﾌﾟ写。

禁断の忠義の肩に寄りかかりーのの亮ﾁｬﾝの写真も。

そんなにしやんが可愛く。

で。思った。

事務所ににしやんのことを「亮」と呼ぶ人っていたっけ???
大概、亮ﾁｬﾝでしょ???
もうだって小さくて可愛かったんですもん。

先輩とかだったら「錦戸」だろうし。

やまぴーとか仁ﾁｬﾝは亮って呼んでるのかなぁ???
素朴な疑問···｡

あ。でもｴｲﾄ内で時々亮って呼ばれてたっけ???
ヒナﾁｬﾝとか渋やんとかが。

記憶が曖昧なんですが。

そろそろﾎﾝﾄに寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
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2010.07.26 Mon やっぱり風邪でした。

大倉担まひるですけども。

風邪だったぁー!!!!!
やっぱり木曜日の風邪疑惑は

風邪だった。

そんなわけで昨日、早退してGMも見ずに寝てしまいました。

で、今日、 に行って

薬飲んでさっきまで寝てました。

寝過ぎで腰痛くて起きてみました。

もう夏風邪は最悪です。

でもあたし、毎年ひいてる気がする。

最悪だ。

でも山梨では冒険JAPANが月曜日の夕方やってて

もちろんﾃﾚ朝でも見れるんだけど。

今日はヨコとすばるとやっすんの釧路旅前半でした。

やっすんのｷﾝﾊﾟも好きだけど

今日の髪形も好きだなぁ。

めっちゃ可愛かった♥

普段帽子かぶってるからやっすんの髪形とか

全然わからないんですもん。

漁に出た時のすばるの船酔い。（笑

そこもめっちゃ可愛くて好きだった。

まぁ、あたしも船酔いするﾀｲﾌﾟなんで

笑えないんですけどあまりにもすばるが可愛かったので。

すぅきぃー♥

ちなみにヨコちょは常に可愛い♥（笑

忠義なんてそれよりもっと可愛い♥（笑

どんだけ溺愛ですか???

調子悪いので寝ます。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.07.27 Tue ﾌｯｶﾂﾀﾞｰ!!(ﾟ∀ﾟ　)三　三(　ﾟ∀ﾟ)ﾌｯｶﾂﾀﾞｰ!!

大倉担まひるですけども。

相変わらず夏風邪にどんよりやられてるまひるたそです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
熱は下がったのですが咳がなかなか止まらず

ぜーぜーしてます。

でもこの暑いのにだいぶ睡眠が取れてるので

調子はそこそこいいです。

爆音快眠だぜー。ｲｪｰｲ。

でもネタがない···｡

あ。お昼頃、ハル（＠すばる）からﾒｰﾙがきて

大奥の前売りの特典がﾎﾟｽﾀｰに変わってると

教えていただき買っておいてくれるとゆーので

２つ返事でお願いしました。

全然知らなかった。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
にぶい···｡

もう前売り第2弾なんてﾉｰﾁｪｯｸですもん。

もう頭の中にお花が咲いてる状態ですもん。

小鳥もﾋﾟｰﾁｸﾊﾟｰﾁｸいってるわ。

要は目出たいとゆーか。

あたしってどうもおめでたいのよね。

頭の中が。

あぁぁぁぁぁぁあ。

明日、関ﾊﾟﾆの発売日ではないですか???

ｱﾏ○ﾝで予約したので明日なんです

見てないの結構あるからもっそい楽しみなんですけども。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
じわじわ見ようー♥

ついでに山久のｼﾝｸﾞﾙも届くのでお楽しみです♥

いやぁ、ｼﾞｬﾆｼﾞｬﾆしてますなぁ。



久々に鏡花水月を聴いて感動しています。

当時が思い出されます。

やっぱり源太ﾁｬﾝは最高の仕事人だったよ。

源太ﾁｬﾝが大好きでした。

今はGMで振りまわされてるのかなぁ。（笑

大倉忠義、最高だよ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.07.28 Wed 錦戸８９３。

大倉担まひるですけども。

ﾔｯﾊﾞｲ。

錦戸亮がまたﾔﾊﾞｲ人になりつつある。（笑

しかも今度はDV被害者の役。

にしやーん。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
なんかｼﾞｮｰｶｰとか結構ﾁｬﾗｸ見てたのね。

あんまり真剣に見てなくて。

１話に至っては見てないし、

結構流して見てたのね。

それで今日見たら、錦戸亮が （ｺﾜｲ。

ぶっちゃけGMよりこっちの方が好きかも。

まぁ、GMもこの間は爆睡して見てないんですけども。

なんか絶対大倉忠義にはこのお話は周ってこないかなぁって。（笑

にしやんの半分８９３な心が演じさせてるのね???
錦戸８９３さすがだぜー。

そんなわけで火曜日が仕事休みでがっつり見れるのが

嬉しくて。

最近全くｹﾞｰﾑをやってません。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
全然時間と集中力がなくて。

こんなに暑いと集中力も欠けるよねぇ。

で、最近、ｶﾞﾘｶﾞﾘくんの梨味がうまいっす。

すっげぇ、梨の味がする。

でもうちのすぐ近くのｺﾝﾋﾞﾆに売ってなくて

ちょっと離れたｺﾝﾋﾞﾆにあるからﾊﾞｲｸで行かないと

ならなくてめんどくさくて。

そこのｺﾝﾋﾞﾆがｶﾞﾘｶﾞﾘくん４種類も揃ってるんだよー。

すごくね???
そんなｶﾞﾘｶﾞﾘくんの品ぞろえのいい店みたことないよ。



大倉忠義くんは相変わらずｹﾞｰﾑやってるんでしょうか???
なんか地味にやってそうだけど。

でもヨコちょとかは旅行行ったり渋やんと遊んだりしてるって

言ってたからあんまりｹﾞｰﾑやってなさそう。

なんかあたしなんてﾓﾝﾊﾝ、前置きが長すぎて

そこからあんまりやってないもんね。

どんだけ〜???('A`)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2010.07.28 Wed 大倉忠義より眠気優先。

大倉担まひるですけども。

やまぴーのCDと関ﾊﾟﾆのDVD届きました♥

(↑ここ最近やまぴーの顔が大人の顔になりつつあるよね???

（↑関ﾊﾟﾆDVD表でーす。

（↑関ﾊﾟﾆDVD裏でーす。



裏の方が可愛いから裏も撮ってみました。（笑

昨日、なかなか寝付けなかったから

すっごい眠くて。

３時間ぐらいしか寝てないし。

ぼんやりﾎﾞｹﾎﾞｹしてます。

眠い···｡

今日は関ﾊﾟﾆ見れそうにありません。

眠くて眠くて。

ﾎﾀﾙﾉﾋｶﾘ2も見たいし。

今からご飯食べて、お風呂入って

見てたら

DVDなんて見る時間ないよね〜。

別に明日、朝早くないから遅くまで起きてることは可能だけど

でも眠いんですもん。

眠くなかったら遅くまで起きてDVD見るけどねぇ〜。

大倉忠義より寝ることを選ぶんです

普段だったらたぶん忠義を選んでたかもしれない。

でもこう暑いと２日も寝不足してたらﾏｼﾞで倒れる。

死んだう。

金曜日に見ればいいし。

もうだってﾎﾀﾙﾉﾋｶﾘ2を見れるかも怪しいもん。

２０時ぐらいに寝たいもん。

で、やまぴーのｼﾝｸﾞﾙの「口づけでアディオス」って曲のｲﾝﾄﾛが

「硝子の少年」に似てる。

一瞬だけどね。

気にしなきゃわからない程度。

じゃ、お風呂入ってきまーす。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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JUGEMテーマ：ジャニーズ



2010.07.29 Thu ちょんまげって···｡

大倉担まひるですけども。

風邪もだいぶよくなりましたが

今日は肩こりがひどくて左肩が激痛走ってます。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
でも今日は思ってた程暑くなくて

職場でもそんなに暑くなくて快適に過ごせました。

昨日やっぱりﾎﾀﾙﾉﾋｶﾘ2を見る前に爆睡してもうた。

いつ寝たのかも覚えてないもん。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
なんかお風呂入ってご飯食べてそれがたぶん２０時過ぎだったのね。

だから２０時半ぐらいにはたぶん寝てるんだよね。(笑

子供か

明日、本屋に行きたいんだけど 大丈夫かなぁ???
なんかとりあえず亮ﾁｬﾝだけしか出てないやつは諦めた。

あんなの全部買ってたら銭ｺがいくらあっても足りない。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
だから大倉忠義ﾒｲﾝで。

たぶんまだｦﾀ誌も買ってないと思うもん。

そういや、大奥の前売り第２弾にはﾎﾟｽﾀｰがつくらしいと書いたんだけど

ﾎﾟｽﾀｰじゃなくて前売りの切符に写真が入っただけらしい。

その写ﾒを送ってもらったんだけど

鶴岡が男前だったので買ってもらった。

ﾃﾍﾍ(ﾉ∀｀)
うーん。鶴岡いいよなぁ。

あのｱﾝﾆｭｲな感じがそそられる。(笑
あの髪形ももっそいただﾁｬﾝにお似合だし。

ちょんまげﾌﾟﾘｰｽﾞってずっと言ってたけど

忠義のちょんまげって···｡微妙かも···｡(笑



亮ﾁｬﾝは可愛い♥

にのが案外凛々しい。(笑
あ。でも忠義も凛々しいかなぁ???
凛々しいってゆーか甘いﾏｽｸだよね???
絶対似合うって断言出来る人は田口淳之介さん。

なんか想像とか出来るもん。

それなのに大倉忠義さんのちょんまげ姿は想像出来ないのか???
全然想像出来ない。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.07.30 Fri あぶ放の玉木さん???

大倉担まひるですけども。

本屋に行ってきた。

もう泣く泣く錦戸亮をｽﾙｰしながら大倉忠義メインで

買ってきた。

それでも数冊は錦戸亮もまじりーの。

って感じです。

どんだけヲタですか???
ってぐらい毎月雑誌を買うんですけども。

そりゃ部屋も片付かないわなぁ。

CD、DVD、雑誌まみれ。

CD、DVD、雑誌の増え方が尋常じゃない。(笑
この間、やまぴーのｼﾝｸﾞﾙ買ったんだけど

今日はYUIのｱﾙﾊﾞﾑを買いました。

あと嵐の５×１０ﾂｱｰのDVDも買ったし。

（↑YUIの「HOLIDAYS IN THE SUN」です。



(↑嵐でーす♥これずっと欲しかったんだよね。

あとHSJのﾗｲﾌﾞDVDも欲しいの。

これは中島健人くん目当て。

なんかでも昔ってﾊﾞｯｸも満載に映ったけど

最近あんまり映らないよね???
ﾊﾞｯｸ担だった時はよくいろんなｸﾞﾙｰﾌﾟのﾋﾞﾃﾞｵやDVD買ってたなぁ。

そういや、今月女の子の日が２回目なの。

これもちょっと尋常じゃないし。

２週間しか経ってないのにもう次のがきちゃった。

お腹痛いし、腰痛いし。

暑いしで、最悪だね。

夏場の女の子の日って最悪だよねぇ。

冬場も体が冷えてお腹痛いけど。

そういや、玉木さんがあぶ放に出てたというけど

全く記憶がないんですけどー。

誰か確認した人居ます???
もうあぶ放はにのﾁｬﾝ、すばﾁｬﾝに夢中で。

あのすばるの髪形可愛かったなぁ。

にのはあんまり今と見た目変化ないけど

すばﾁｬﾝは今のちょいﾜｲﾙﾄﾞ系じゃなくて

とにかく可愛かった。

なんか姑息にもｼｮｯﾌﾟ写買ってたなぁ。(笑
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2010.07.30 Fri 亮ﾁｬﾝ、CMおめでとう。

大倉担まひるですけども。

忠義とﾘｭｯｸｻｯｸという絡みが想像出来ず、

にしやんも欲しがるほどの可愛いﾘｭｯｸあたしも欲しいです。（切実

そういえばさっき書き忘れたんだけど

亮ﾁｬﾝが新しいCM決まったとか。

サントリーから発売になる

「セブンアップクリアドライ」

ｶﾛﾘｰｾﾞﾛの炭酸飲料とか。

「シゴトにシゲキ！」をｷｬｯﾁｺﾋﾟｰに働く大人が楽しめる

商品らしい。（そんなこと言ってたか???たぶん。

ｴｱｷﾞﾀｰを披露するとか。

なんとなく印象からやっぱりｽｰﾂ姿よね???
８月３日からCM始まるそうで。

いやん。もうすぐじゃん。

ｻｲﾄも８月３日から見れるようになるそうです。

ちなみに最近のあたしの大好きなCMは

auの嵐の言葉が逆回転になってるやつね。

全然何言ってるかわからないけど

あれはｻｲﾄとかで正しく回転してるやつ見れないのかなぁ???
って探したんだけど見つからなかったんだよね。

あと「ちょんまげぷりん」の試写会で

子役の鈴木福くんと撮影中はﾏｼﾞﾊﾟﾝで２人でう○こ作ってたって話。



にしやーん。

錦戸はどうやら福くんに気に入られてたようで。

（↑ちなみに福くんに錦戸と呼ばせていた発言より。

おされｲｽﾞﾑにも出るそうで。

もうしっかり予約ｾｯﾄしたっす。

あれ???亮ﾁｬﾝ、初めてだっけ???
なんか全然記憶が曖昧。

で、あぶ放の玉木氏が気になったので

玉木氏をｳｨｷで調べてみた。

そしたらあぶ放の７話に出てたことがわかった。

あぶ放は録画してあるんだけど

もうどこにあるかも不明だよ。

たぶん押入れの１番奥の方にあると思うんだけど。

Vの嵐とか。(笑
基本的に東京在住時代のものは押入れの中。

Vの嵐とかﾋﾞﾃﾞｵじゃなくてDVDで発売にならないかなぁ???
そしたら買うのに。(笑
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2010.08.01 Sun ｱﾝﾆｭｲ鶴岡。

大倉担まひるですけども。

大奥に予告編が加わったと言うので

早速（？）見てきました。

玉木さんにしなだれかかる大倉さん。

いやぁ、衝撃でしたね。

かなり萌え萌えしました♥

美しい。

鶴岡、そんなにﾒｲｸ濃いかなぁ。

全然わからないんだけど。

でもｱﾝﾆｭｲさは伝わる。

にの曰く１回終えた感じ???の大倉さん(笑
何をだ。何を。

想像通りでいいんですかねぇ。

二宮さん。

鶴岡は髪形からちょっとｱﾝﾆｭｲなんだよね。

乙女のﾎﾟﾆｰﾃｰﾙみたいな感じで。(笑
あと初めて蒼くんのﾂﾞﾗ姿見たけど

もっそい可愛い♥

眠いので途中ですが終わります。

ｽﾏｿ。
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2010.08.02 Mon ちょんぷり見たいー。

大倉担まひるですけども。

昨日、仕事の帰りに友達とﾗｰﾒﾝ食べに行って

動けないぐらいｸﾀｸﾀで帰ってきてお風呂入って即寝。

帰ってきたのも２４時ぐらいでおされｲｽﾞﾑもまだ見てないです。

もうとにかく眠くて眠くて。

そんなわけでGM、２週見てないです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
要は１話しか見てないってゆーね。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
やっぱり休みの日にやってくれないと

なかなか見れないよね。

どうも大倉運がないとゆーか。

錦戸運は炸裂してるんですけどねぇ。(笑
あぁ。でも山梨ではちょんまげぷりんがやらないのは

錦戸運が滑落してるとしか言いようがない。

たぶんﾔﾌｰのﾂｰﾙﾊﾞｰだと思うんですけど

水嶋ヒロとゆー項目があって写真が載ってるんですけど

これは何???
前もあってすごく気になってたんですけど

誰か見たことある人居ますか???
なぜ水嶋ヒロ。



(↑ちょんぷりのﾋﾞｼﾞｭｱﾙ本。

まだ全然見てないけど。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.08.03 Tue ３０秒切れない。

大倉担まひるですけども。

早速７UPのｻｲﾄにお邪魔してきました。

そこでCMとﾒｲｷﾝｸﾞも観れるんですが

ｹﾞｰﾑもあって順番に番号をﾀｯﾁしていくやつなんですが

それを早くｸﾘｱすると壁紙がもらえるんですね。

２０秒、もしくは１５秒の２種類があるんですが

あたしは何度やっても３０秒かかるんです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
この調子だと絶対壁紙もらえないなぁ。

つーか今までこの手のやつって割と簡単に

ｹﾞﾄれてたんですが今回は無理そうです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
残念無念。

今日は疲れがたまってたのか１７時半まで爆睡しました。

久々です。

最近つらかった肩こりもﾗｸになって

快適です。

これも久々です。

まぁ、寝過ぎで眠いんですけど。

昨日なかなか寝付けなかったんで

３時頃寝たんですがそれでも１２時間以上爆睡です。

最近早く目が覚めることはあっても

爆睡はなかったんでたまにはいいかなぁと。

そろそろｼﾞｮｰｶｰが始まるので短いけどｻﾗﾊﾞ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.08.04 Wed 今日も思うは錦戸亮。(笑

大倉担まひるですけども。

昨日、ｼﾞｮｰｶｰ始まる５分ぐらい前に爆睡しちゃって

目が覚めたら２２時２０分。

やっちまった。

ちょっと状況把握するのに時間がかかりました。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
最近、ちょいちょいこの時間帯に短時間寝るのが

くせになりつつあって。

先週もそれでﾎﾀﾙﾉﾋｶﾘ2見れなかったし。

で、結局そのままなし崩しに寝てしまうﾊﾟﾀｰﾝ。(笑
だいたいﾄﾞﾗﾏが終わった頃目が覚めるんだよね。

不思議〜。

あ。ちょんまげぷりん、評判いいみたいだね。

なんかぴあの満足度No.1だったとか。

見たいのにさ。

山梨ではやってないなんて···｡

BECKだって見たいのにさ。

山梨ではやらないなんてさ。

つーかちょんまげぷりんだってBECKだって

人気作なのにやらないっておかしくない???
不満たらたらなんですけど。

だから田舎は嫌い。

大奥はどうやら初日に観に行けそうなので

前売りを買おうと思ってます。

まぁ、何回か観に行く予定ですけど。

絶対鶴岡と松島のｼｰﾝはﾆﾔﾆﾔしてしまうと思われ。

変態約１名。

今年は日焼け度MAXだなぁ。

海にも行ってないのに無駄に黒い。



職場の往復と病院の往復だけなのに。

最近焼けてなかったのに昼１１時半頃出勤して帰りは夜だったし。

それが今日は朝出勤して病院に寄って帰ってきたので

まさに往復。

しかも職場から病院が片道１時間。

そんなわけで今日は１時間半も日に当たってたわけで。

そりゃ焼けるよなぁ。

NEWSがｱﾙﾊﾞﾑ発売するって聞いて予約しようかと

思ったんだけどまだ詳細とか出てなくて

予約が出来ないなう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.08.06 Fri 時代が変わっても···｡

大倉担まひるですけども。

昨日はなぜかすっごい忙しくて

ｸﾀｸﾀ。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
足腰ﾊﾟﾝﾊﾟﾝだし、左肩もｶﾞﾁｶﾞﾁだし、

もう早く寝ることだけを考えていて

ﾌﾞﾛｸﾞどころじゃなかった。

そのぐらい疲れていたんだよね。

なんかずっとせわしなく動いてて

しかも何度もお客さんに「少々お待ちください。」って

言ってた気がする。

お客さんも暑いからｲﾗｲﾗ度MAXだし、

それなのに店員２人しかいないし、みたいな。

暇な日でも３人いるのにみたいな。

そんなわけでとにかく疲れました。

しかも帰りに７UP買って帰ろうと思ったら

そこのｺﾝﾋﾞﾆになくて駄々凹み。

今日、違うｺﾝﾋﾞﾆ行ってこよー。

最近club∞の結構いろいろ動きがあるみたいで。

あたしが見た時はなんちゃら７カ条みたいなのが

出てきた。

猫が出てきたって話も聞いたし。

よくわかんない···｡

（↑投げやり

今日、夢で小学校の頃、光GENJIを好きだった女の子がでてきて

それでその子の現在の姿だったんだけど

上ﾌﾟが好きってその子が言いだしたんだけど



上ﾌﾟかどうかはわからないけど

今でもｦﾀやってそうとか思って。(笑
小学校高学年になってから自然と話しなくなったから

その時もまだ光GENJIが好きだったかどうかはわからないけど。

基本的にｼﾞｬﾆ好きは時代が変わってもｼﾞｬﾆ好きなんだよね。

あたしのﾊﾞﾝﾄﾞ追っかけ時代の友達も

聞いたら元光GENJIﾌｧﾝで今KAT-TUNって言ってたもん。

そんな理由から未だにお付き合いがあるんですが。

もう１６年ぐらいの付き合いになります。

たぶん友達としては２番目に古い友達かなぁ。

１番古い友達が小学校の同級生で小１から一緒だったから

２０年ぐらいの付き合いかなぁ。

東京に住んでるからそんなに交流もないんだけど。

でもﾒｰﾙのやりとりはしてる。

ｦﾀでもないし、ﾊﾞﾝﾄﾞやってたわけでもない

ﾎﾝﾄに普通の友達。

まだ地元にいるから時々、誰誰がどうしたとか聞く。

そうそう、この間、勢いでﾊﾟﾁﾝｺに行きそうになった。

何度か行ったことはあるんだけど

考えたらｴｳﾞｧの台やったことなくて

夢の中でｴｳﾞｧのﾊﾟﾁﾝｺやってて

そんな夢見てたら無性にﾊﾟﾁﾝｺに行きたくなった。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210


↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.with2.net/link.php?820833
http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=87875#ref=vote
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.08.08 Sun エイトデー

2010.08.08
８月８日ときたらｴｲﾄﾃﾞｰじゃないですか???
ｴｲﾄﾒﾝはどう過ごしたんだろう???
あたしは仕事が終わって帰ってきて

GM観てやっぱりただﾁｬﾝ、出番少ないなぁと

嘆きながら果てました。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
でもﾄﾞﾗﾏに出させてもらってるだけ

有難いのかもとか思いつつ···｡

ただﾁｬﾝのﾂﾝﾃﾞﾚ風お芝居にきゅんきゅんしながら

１日を終えました。

なんかﾃﾞﾋﾞｭｰ日でさえ２つあって

誕生日も８つあって入所日、結成日でもなく、

それ以外に普通に８月８日がｴｲﾄﾃﾞｰとして

全国のeighterにお祝いされてることは

すごいことだと思う。

やっぱり８という数字は特別だと思う。

なんかあたしは関ｼﾞｬﾆ∞というｸﾞﾙｰﾌﾟ名は

すごく好き。

決してかっこよくもないけど

８で良かったって思う。

2010.08.08　関ｼﾞｬﾆ∞　大倉忠義担当*福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.08.09 Mon 大きいﾃﾚﾋﾞ。

大倉担まひるですけども。

いよいよ を買い換えることにした。

結局ｻｲｽﾞ悩んで３２ｲﾝﾁにした。

今が14ｲﾝﾁなのでだいぶ大きく感じると思う。

なんか大きい でｴｲﾄが

見れるかと思うとﾄﾞｷﾄﾞｷﾜｸﾜｸだ。

搬入までに部屋を片付けないとなぁ。

を置く位置も

考えなくちゃだし。

とりあえず仕事でまだ搬入の日を決めてないので

明日辺り電話かかってくると思うので

搬入日を決めて後はお楽しみってことで。

つーかｼｮｯｷﾝｸﾞな発見が。

地ﾃﾞｼﾞになるとﾃﾚ東が見れなくなるとゆー。

知らなかったんですけど。

なのでｱﾅﾛｸﾞが終了するまでにそこを解決してください。

BS2とか今普通に観てるけど

これもたぶん変わるんだろうなぁ。

めんどくせぇ。めんどくせぇ。MAXめんどくせぇ。

つーかなんだかんだ言っても８月２５日が近いってゆーね。

それに従っていろいろ動いていくんだろうなぁと。

なんか探っても仕方ないし、と思って

発表がくるまでおとなしく待っていようと。

なんか探って勝手に一喜一憂とかしたくないんで。(笑
まぁ、気になるけどさぁ。(笑

そうそう、なんかこの間、久々に夢で赤西仁を見た。(笑
やっぱｶｯｺｲｲわ〜。

ついでに彼女役で出演してたあたくしですけども。



そんなわけで非常に今、赤西仁とゆー名前に過敏になってますけども。

ｽﾃｷ男子よね???
はぁ。(ﾉ∀｀)♥
なんかもうKAT-TUNじゃないんだなぁと思うと切ないけど。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.08.13 Fri 掃除終わったぁー。

大倉担まひるですけども。

ここ３日ぐらい体調悪くてﾌﾞﾛｸﾞの更新も出来ませんでした。

仕事には行ってたんですけど

夜もちゃんと眠れないから毎日しんどくて。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
今朝もあんまり調子よくないんですけど。

とにかくお腹下しててﾔﾊﾞｽです。

しかも尋常じゃないぐらいに。

なんか寝てていきなりくるからその後全然眠れないし。

最悪だ。

そんな体調ながら部屋の掃除を終えた。

雑誌を隣の部屋に移動させて掃除機かけただけだけど。(笑

そうそう、 の搬入の日が１６日で

１７日に設定にきてくれるのね。

だからもうすぐで大きいTVで見れるのだ。

久々にDVD祭りだわー。

やっさいもっさいの日だわー。

（↑祭りと言えばやっさいもっさいだと思ってる人。

で、涼しいうちに掃除終わらせようと思って

まだはなまるの忠義観てないの。

ちょっと迷ったんだけど汗だくで掃除したくないよーと

思って頑張りました。

後でゆっくりただﾁｬﾝを見ようと思います。

なんか久々の生ただﾁｬﾝだったわけで···｡

ちょっともったいないことしたなぁと。

そう、この間もｼﾞｮｰｶｰ見逃した。

もう２週も観てないんですけど。



どうしても起きていられなくて。

なるべく早く寝たくて夕飯食べる前に薬を飲むから

ちょうど２１時とか２２時ぐらいに眠くなるのよねぇ。

でも寝てから１時間か２時間ぐらいで目が覚めるんだけどね。(笑
それもちょっと疑問。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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JUGEMテーマ：ジャニーズ



2010.08.16 Mon どS看護師の秘密。

大倉担まひるですけども。

夜疲れて帰ってくるので

どうしても最近は朝更新することが増えています。

まぁ、原因は睡眠薬にあるんですけど。

早く確実に寝たいので夕飯前に薬を飲んでるんですけど

そうすると１〜２時間もすればちょろりころりですよ。

だからﾌﾞﾛｸﾞ書いてる時間もないってゆーね。

こんな管理人ですまみせん。

GM、来週はいよいよ大倉忠義さんがﾒｲﾝですね。

なんかいつも冷静沈着の本木健介くんが

取り乱してる姿。

きっと過去に何かあったんでしょうねぇ。

それできっとどSの看護師さんに繋がると。

昨日はちょっと出番多めでしたよね???

次回からは大きな で

綺麗な映像で見れるかと思うとウハウハですな。

今日、 届くんです。

しかも次回はただﾁｬﾝﾒｲﾝ!!!!!!
間に合ったぁー。

NHKも見れるようになるんだろうか???
見れますように。ﾅﾓﾅﾓ。

最近忙しくて本屋も行ってないよー。

ヲタ誌諸々欲しいのに。

とか言って一通り買ってるからお金ないんだろうなぁ。

だいたいﾗｲﾌﾞ、ｶﾞﾁで行ってる人は雑誌買わない人の方が

多いもんねぇ。

あたしなんてなんでもかんでも買ってるもん。

なんかあんまりﾗｲﾌﾞに行けないからついつい雑誌で



誤魔化してしまおう傾向に。

なんか帰ってきて 立ち上げる余裕もないから

最近全然club∞も見てないや。

８月９日に見たのが最後。

ﾀﾞﾒﾀﾞﾒeighterですな。

そうそう、今度の日曜日休み入れたんです。

別に用事もないんですけど夏休みの代わりです。

いつもはﾗｲﾌﾞを含めた中で１週間休みもらうんですけど

今年の夏はﾗｲﾌﾞもないのでまたﾗｲﾌﾞが決定したら

ﾗｲﾌﾞも含めた１週間休みもらおうと思ってて

まぁ、そんなに休みもらえるかわかんないですけど。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.08.17 Tue 大倉忠義さん、待ってます&#9829;

大倉担まひるですけども。

TVの設置が終わったんですけど

ﾌﾞｰｽﾀｰがないと映りが悪くて見れないﾁｬﾝﾈﾙが多くて。

ﾌﾞｰｽﾀｰが安いのでも１万円ぐらいするんですけど

高いと４万ぐらいするらしくて。

とりあえず兄ちゃんに電話して聞いてみた。（兄ちゃんは電気や）

そしたらあたしのうちにはﾌﾞｰｽﾀｰがついてるらしいので

明後日に見にきてくれるって。

急いでー。(笑

とりあえず∞MAPまでに間に合ってくれれば。

それが遅れても山梨のﾁｬﾝﾈﾙでも∞MAPは見れるので

なんとかなるか。

あ。でも月曜日だっけ???
あ。でも日曜日はあたし仕事休みだ。

なんとかなるか。

つーか今日も暑いですなぁ。

汗だくでただいまﾌﾞﾛｸﾞ書いてます。

で。実はまだ忠義のはなまる見てなくて

今から見ようかなぁと思ってます。

で。はなまる見ましたぁー。

お父様やお母様の話も聞けたし、

三男の初ｶﾉの話も。

結構ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄたっぷりめで話してくださいました。

またﾋｰ様の話が面白くて。



なんかGMの撮影が楽しいんだろうなぁってのが

伝わってきました。

家庭的な人かぁ。

料理の後片付けは得意だよ。

毎日やってるから。

ただﾁｬﾝの手料理が食べれるならいくらでも

後片付けしますよー。

そして３０歳。

後５年かぁ。

後５年ぐらいなら待てますよー。(笑
あたし、３２歳だし。

ﾃﾍﾍ(ﾉ∀｀)
大倉忠義さん、あたし、待ってます♥（逝け

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.08.17 Tue ﾗｲﾌﾞに行きたい。

大倉担まひるですけども。

「Spirits!!」を見ております。

見てるってゆーか流してます。

やっぱ が大きいと迫力が

違います。

やっかし「明日」よね???
iPodにも入ってるんだけど大画面で見ると違うなぁ。

あとﾋﾟﾝｸの衣装（博貴ｶﾗｰ）で博貴の持ち歌、「ﾏｰﾒｲﾄﾞ」を

歌うヨコヒナ。

最高です。

で、ﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑです。

何度見てもｶｯｺｲｲ♥

なんかもうネ申だね。

これを生で見れたことが奇跡だった。

あの頃は年に数回大阪行ってたからね。

なんか久々に見る「ONE」もやっぱﾃﾝｼｮﾝが上がるね

ﾍﾌﾞﾝﾘもﾔﾊﾞｽ。

忠義の笑顔がたまらん。

忠義に愛してますって言われたぁー。

いや、あたしだけじゃないけど。(笑
そして何度見ても泣くんだけど

「大阪ﾛﾏﾈｽｸ」。

すばるも忠義ももっそい涙ぐんでて死にそうになる。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
で、ｱﾝｺｰﾙまで衣装をｺﾃｺﾃ忠義だけ着ているのは

ｷｽﾏｰｸのせいだとこの頃まで思っていたこと。(笑
懐かしい。(笑
まさかﾒﾀﾎﾞを気にしていたなんて···｡

思ってもなかった···｡(笑
ｽﾏﾇ。忠義。

なんかやっぱ関ｼﾞｬﾆ∞っていいなぁ。



なんかすっごいはじけてﾊﾞｶになれる場面もあって

でもｶｯｺｲｲ部分もあり、泣ける部分ありで

やっかし、最高で最強です。

久々に生でﾗｲﾌﾞ見たくなっちゃった♥

なんかもう１年見てないもんなぁ。

生ただﾁｬﾝにも逢いたいし。

あ。そういや、今週のﾀﾓｽﾃだっけ???
ｴｲﾄ出るの。

なんかﾊﾞﾝﾄﾞ形式で出るのがすごく楽しみ。

最近ﾊﾞﾝﾄﾞ形式が減ってるし、ｼﾝｸﾞﾙでﾊﾞﾝﾄﾞ形式って

新鮮。

忠義も形に残したかったって言ってたし。

そろそろｼﾞｮｰｶｰの準備しますか???
久々にこの時間まで起きてます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.08.20 Fri ﾀﾓｽﾃ（LIFE）

大倉担まひるですけども。

なんか最近ﾎﾞﾁﾎﾞﾁな感じですみません。

なんか暑くて眠くてやる気出ません。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
しかも昨日、兄ちゃんがTVの様子を見にきてくれなかったので

相変わらず見れない番組だらけで凹みます。

全く見れないわけじゃないんです。

砂嵐なんです。(笑
今日のﾀﾓｽﾃも砂嵐の中見たいと思います。

諸々とﾀﾞﾋﾞしてくれる人探さなくちゃ。

SHOCKの特番、ｼﾞｮｰｶｰ（8/17）、少ｸﾗ（8/19）今日のﾀﾓｽﾃかぁ。

あ。たぶん∞MAPもだ。

TV映らないって不便〜。

しかもｴｲﾄがｼﾝｸﾞﾙ発売前にって。

いろいろ出るじゃんかよー。

あ。GMも録画出来ない。

６話は忠義ﾒｲﾝなのにー。

AKBのﾍﾋﾞﾛﾃをﾍﾋﾞﾛﾃしてる場合じゃなくってよ。

RIVERぐらいからAKBが妙に好きでねぇ。(笑

だってﾃﾝｼｮﾝ上がるんですもん

特に誰ってのはないんだけどねぇ。

なんとなく···｡(笑

そんなわけでﾀﾓｽﾃを見てるわけですが。

今日は、AKBと一緒なんですね。

ちょっとﾃﾝｼｮﾝ上がりました

つーかﾀﾓｽﾃで忠義が喋ってるのがすっごく珍しくて

感動しちゃいました。

で、AKBのﾍﾋﾞﾛﾃがｽﾃｷです♥

で、ｴｲﾄがﾊﾞﾝﾄﾞ形式です。

忠義がすっごい機嫌いいみたいでめっちゃ笑顔です。

よく喋るし。



なんか嬉しい♥

座る位置も端っこじゃないし。(笑
やっぱ忠義のﾄﾞﾗﾏの主題歌だからかなぁ。

発売ももうすぐだし。

あたし的には忠義のﾊﾟｯﾁが楽しみ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.08.23 Mon 寝てもうた。

大倉担まひるですけども。

昨日はたった１日の夏休みでした。

まぁ、暑くてｸﾞｯﾀﾘだったんですけど。

あたしの部屋は昼間はｸｰﾗｰ入れるより

窓開けて扇風機つけた方が涼しいぐらいの鬼部屋でして。

なので結局お休みなのに何も出来ずに

ｺﾞﾛﾝｺﾞﾛﾝしてました。

そんなお休みでもやっぱり日曜日に休めるのは

嬉しいものです。

１ヶ月以上前から申請してやっととれたお休みだったので。

しかも今日行けば明日はお休みだし。

今日１日頑張ろう。

そう、昨日、途中でGM見ながら寝ちゃった。

本木健介くんが過呼吸の患者さんに紙袋当てたとこまでは

覚えてるんだけどなぁ。

いつ寝ちゃったんだろ???
せっかくのただよぴの活躍だったのになぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.08.24 Tue 暇だなぁ。

大倉担まひるですけども。

冒頭からすみません。

イラっとしたので言わせてください。

昨日名無しでｺﾒﾝﾄした人。

あたしは睡眠薬を飲んでるんで

いきなり睡魔がやってくることなんてしょっちゅうなんだよ。

そのぐらいのことでｶﾞﾀｶﾞﾀ言ってんじゃねーぞ。

あんまりｶﾞﾀｶﾞﾀ言ってると警察に通報するぞ。

あとｴﾛｺﾒﾝﾄしてる人も一緒。

ｴﾛｺﾒﾝﾄが急激に増えたのでｺﾒﾝﾄ認証制にしたんだけど

あんまりしつこいと通報します。

はい。冒頭から柄悪くてすみません。(笑
だいたいさぁ、あたしのこと目ざわりだったら

ﾌﾞﾛｸﾞなんて読まなくていいのに。

読んでくれなんて頼んでないし。

勝手に読んで勝手にｷﾚてるなんてﾊﾞｶらしい。

なんか最近買い物行ってないなぁ。

暑くて外にも出る気にならないし。（どんだけ???
絶対倒れる自信あるもん。

そのわりにこの涼しくない部屋どうにかならないものか。

熱中症にならないか不安だもん。

それでなくても暑いの苦手なのに。

亮ﾁｬﾝなんて日に日にｼｹﾞﾙ·ﾏﾂｻﾞｷに近づいてるとゆーのに。

忠義なんて真っ白だぞ。

やっぱ室内の撮影が多いからかなぁ。

真っ白と言えば侯くん。

なんか髪形がお坊ちゃん刈りになってたぞ。

あ。そういえばつい最近知ったのだが



ﾏｶﾞのﾒﾙﾓってあるじゃん???
あれのｱﾝｹｰﾄで悪役の似合う俳優の１位が横山裕だった。(笑
侯くん、さすがです。

ちょっとびっくりしたけど。(笑
でも最近悪役しかしてないけど。

「拝啓、横山様」(拝啓、父上様ね）の時の時夫役が

ちょっとｱﾎな子で可愛かったし、

「有閑倶楽部」の清四郎も基本いい人だったけど

ちょっとﾀﾞｰｸな部分あったしなぁ。

それ以降悪役ばっかだし。(笑

あ。そういや、巷ではｴｲﾄの新曲ﾌﾗｹﾞ日ではないか。

あたしはﾈｯﾄで予約したから明日だけど。

今頃ﾊﾟｯﾁ見て発狂乱になってるeighter続出なんだろうなぁ。

ﾊﾟｯﾁだけ買いに行こうかなぁ。

忠倉が見たいんだ!!!!!!(ﾉ∀｀)
うーん。悩むとこだ。

なんかﾌﾗｹﾞ日ってだいたい火曜日じゃん???
火曜日、仕事休みじゃん???
暇じゃん???
欲しくなるのよねぇー。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
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2010.08.24 Tue 忠義×ｼﾞｮﾆｰ×鶴岡×健介

大倉担まひるですけども。

ﾊﾟｯﾁが待ち切れず初回B買いに行ってしまいました。

早速見たのですが横山さんがどえらくかっこよく

また惚れそうになってしまいました。

なんかまた悪そうな顔してましたけども。(笑
ヒナﾁｬﾝはﾀﾞﾝｽがかっこよかったなぁ。

やっすんはひたすらPOP。
ﾀｲﾄﾙにもPOPってついてたけど。

で、我らが王子、大倉忠義様。

つーかｼﾞｮﾆｰ。(笑
予想外のﾊﾞﾗｰﾄﾞ。

なんか今回結構みんなﾊｰﾄﾞな感じだったから

忠義も踊るのかなぁとか思ってたけど

ﾊﾞﾗｰﾄﾞは予想外だった。

で、忠義ﾊﾟｯﾁの後に新ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関する映像が

少し入ってるんだけど全然わからない···｡

結局は明日、club∞を見ろとゆーことですか???
それは今夜２４時になったら見れるのかなぁ???
そこのとこもっそい気になるんですけど。

つーかｼﾞｮﾆｰって何さ???
そこも重要ですか???
大倉さん。

でもﾊﾟｯﾁは良かったなぁ。

全然ﾊｽﾞﾚがない。

誰の見てもすごくかっこよくて見せ方がうまいなぁって思う。

（↑お前何様???

で、雑誌も買ってきました。

なんか忠義の大奥の記事だったんだけど

「歌姫」の時のことが書いてあって

歌姫の時、忠義が納得いくお芝居が出来ずに



打ち上げの時に泣いてしまったこと。

初めて知りました。

だから歌姫の時のｽﾀｯﾌさんの時にﾘﾍﾞﾝｼﾞしたいって

思ってたらしく。

それが今回の大奥だったそうで。

だから今回少しでも納得のいくお芝居が出来ていたらいいなぁと

思ったわけで。

そんなわけでﾘﾍﾞﾝｼﾞ、大倉忠義を１０月１日に観に行きたいと思ってます。

で、ﾂﾀﾔで初回Bを買ったらﾂﾀﾔの名前の入ったｽﾃｯｶｰをもらいました。

ってことはこれって初回Aでも違うし、お店によっても違うってことよね???
ちなみにあたしがもらったのはこれ↓

右はじにある小さいやつです。

黄色と青があるってことは緑もあるのかなぁ???
すぐ緑色に反応するあてくし。

まだまだ子供だなぁ。(笑
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2010.08.26 Thu club∞

大倉担まひるですけども。

昨日はエイトの関西ﾃﾞﾋﾞｭｰ６周年だったわけですが

思いっきりｽﾙｰしてしまいました。

あまりにも疲れてﾌﾞﾛｸﾞ書く元気もなくー。

とにかくおめでとう。

毎年ちゃんと書いてたのになぁ。(笑

で、昨日はclub∞がOPENしてなくて

ｲﾗっとしてさっき見たらOPENしてました。

でも見方が全然わからなく

ﾒﾝﾊﾞｰ２人を紹介されたぐらいで遊び方が全然わからないってゆーね。

まだ焦らす気ですか???
ヨコに日記読んだらまだ焦らす気っぽかったけど

club∞がOPENして少しは変わるのかなぁ???

肩こりがひどくて短いけど終わります。

ｺﾞﾛｺﾞﾛして起きてるとは思うけど。(笑
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2010.08.27 Fri ハズレがない。

大倉担まひるですけども。

そろそろ前髪が伸びてきたので美容院に行こうかなぁと

思ってます。

まだやりたい髪形決まってないけど。(笑
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
とは言え現在肩につくぐらいのﾎﾞﾌﾞなので

やりたい髪形なんて限られてくるんですけどね。

ここ久しくiPadを使っておりません。

久々に今日使って別のﾌﾞﾛｸﾞの更新をしたいと思ってます。

ｱﾒﾌﾞﾛも登録したのはいいけど全然書いてないし。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
なんかでも周りにｱﾒﾌﾞﾛを使ってる人が多いので

ﾎﾞﾁﾎﾞﾁ更新したいと思ってます。

そう、まだLIFEのPV見てないんですよねぇ。

今からちょろーっと見ますか???(笑
見ました。(笑
なんかやっぱﾊﾞﾝﾄﾞ形式は新鮮だ。

忠義とか涼しげにﾄﾞﾗﾑ叩いてるかと思えば

やっぱりさすがに暑かったとみえて

汗かいてました。

そうよね???そうよね???
すばﾁｬﾝが前はだけるぐらい暑いんですもん、

３枚も着てる忠義が暑くないわけがない。

でも屋上でのｴｲﾄﾒﾝ気持ち良さそうだったなぁ。

で、今は通常盤を聴いてるわけですが

どの曲もいい。

急☆上☆Show!!のRemixもすごく好き♥

なんかあたしeighterで良かったなぁ。

こんなにかっこよくて面白い人達を好きになれたことが



すごく嬉しい。

忠義に出逢ってなかったらきっと違った人生送ってたと

思うもん。

あたしは今の自分が好き。

忠義を好きな自分が好き♥

Jackhammerもｶｯｺｲｲよね???
今回のｼﾝｸﾞﾙは特にﾊｽﾞﾚがない。

まぁ、エイトのｼﾝｸﾞﾙにﾊｽﾞﾚなんて今までないんですけど。

そうそう、忠義のはなまるが生じゃなかったって聞いて

(ﾟдﾟlll)ｶﾞﾋﾞｰﾝってなってるんですけど。

そういや、FAXのｺｰﾅｰがないから不思議に思ってたんだよね。

まぁ、今日は少ｸﾗで亮ﾁｬﾝ見れるし、

ﾀﾓｽﾃも見れるし。

ﾀﾓｽﾃは生だから好き♥

同じ時間を過ごしてるんだなぁって感じるから。
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2010.08.27 Fri 大倉忠義が大好ち&#9829;

大倉担まひるですけども。

すっかりﾃﾝﾌﾟﾚも秋の装い。

９月組の誕生日ﾘﾇです。

だっていつ新ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが発表になるかわからないし、

それなら今のうちに祝っておけってことで。

すっごい適当な性格でｽﾏﾇ。

Oｶﾞﾀﾝだからね。

大倉忠義様と同じ

でも相性的にはAｶﾞﾀﾝとかBｶﾞﾀﾝの方がいいんだよねぇ。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

悲しいことに

でもあたし、基本的にﾀﾞﾒな血液型ってなくて。(笑
AB型とかも全然大丈夫。

ヒナﾁｬﾝ、WELCOME
いや、やっぱり大倉忠義さんでお願いします。(○┓ﾍﾟｺﾘ

実際、相葉ﾁｬﾝとかじゅんのとか好きだったし。（笑

ﾃﾍﾍ(ﾉ∀｀)

今、 の前にLIFEの通常盤の裏ｼﾞｬｹが飾ってあるのね。

忠義がすっごい気持ち良さそうに立ってるからなんだけど

すごく手が大きくてキュン

もう手ふぇちにはたまらんですばい。

うーん。忠義の綺麗な手が大好ち♥

初回Bの裏ｼﾞｬｹとか見ると忠義ももう２５歳なんだなぁって

すごく思う。

めっちゃ大人っぽい顔してるでしょ???
時々忠義さん、眉間にしわ寄せてる時があるんだけど

ちょっと怖いなぁって思う時もあるの。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
ｶｯｺｲｲなって思う時もあるんだけど。

あたしが忠義の存在に気付いた時は忠義が１５〜１６歳ぐらいだったんだけど

それからもう１０年なんだなぁって。

びっ倉ですわ。



なんか今日は思ったほど暑くなくてﾌﾞﾛｸﾞも頑張れるものですわ。

今、雷ｺﾞﾛｺﾞﾛ鳴ってるけど。

今月あんまりﾌﾞﾛｸﾞ書いてないから休みぐらい

頑張って書きたいなぁって。

なんかヲタ誌を読んでたんだけど

忠義が昔はよくライブが終わる時泣いてたなぁって

書いてあったんだけど

ﾎﾝﾄに昔はよく泣いてたね。(笑
つられてあたしも泣いてた口ですけども。

そんな忠義が大好きだった。

いや、今も好きだけどね。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.08.30 Mon ｱﾎ丸出し。

大倉担まひるですけども。

昨日、帰ってきたらGMが終わってて

とりあえずおされｲｽﾞﾑを見たんですよ。

そうです。水嶋ヒロくんです。

どんな女性がﾀｲﾌﾟですか???と聞かれたら

「妻です。」って答えてて「きょわい。」って思いました。(笑
しかも妻をべた褒めです。

ますますきょわい。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
わかっていても改めて言われると凹みます。

忠義もそんなこと言う日が来ちゃうのかなぁ???

あ。そうそう、山梨もBECKが見れるんです。

散々見れないとか騒いでたわりにあっさり見れることが

判明。

もうだって好きな人ばっかだもん。

ヒロくん、理くん、健くん、蒼くん。

４人も好きな人が出てるなんて。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
絶対観に行く。

嵐の５×１０ﾂｱｰのDVDをﾀﾞﾌﾞって買っていたことに

気づき、職場にもっそい嵐好きな男子がいるので

誕生日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄにあげることにしました。

もうすぐ誕生日なんでね。

今日、持ってるか確認したら持ってないって言ってたから。

で、ﾀﾞﾌﾞって買ったって言ったらｱﾎ扱いされた。

いや、自分でもｱﾎだと思ったけど。

しかもﾗｲﾌﾞDVDﾀﾞﾌﾞって買うの２回目だし。

そんな自分がきょわい。(笑



そう、それでですね。

兄ちゃんがな、なんとﾌﾞｰｽﾀｰをつけてくれたんですね。

それでﾃﾚ朝さんが地ﾃﾞｼﾞで見れるようになったんですが

なぜかﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞさんが画質悪過ぎて。

なんか画像が途切れ途切れになってちゃんと

見れないんです。

せっかくﾌﾞｰｽﾀｰつけてくれたのに。

これ以上何をせいっつーのさ。

とりあえず明日ﾃﾞｼﾞｻﾎﾟに電話します。

今日は松潤とアツ兄の誕生日ですね♥

松潤が２７歳で、アツ兄が３７歳。

なんか松潤も２７歳なんだなぁと思って。

あたしﾀﾒなんだけどあんなに大人じゃないよ。

ニノとかもそうだけどやっぱり若くから仕事してるから

ﾌﾟﾛ意識とか高いし、大人だなぁって思うもん。

あたしなんて全然子供。

見た目だけ大人。(笑
HAPPY BIRTHDAY♬
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2010.08.31 Tue ｱｲﾗｲﾝ。

大倉担まひるですけども。

ﾎﾝﾄは今日、休みだったんだけど

朝、電話がきて出勤お願いしますって言われて

結局休日出勤。

代わりに明日休みもらったけど。(笑

いよいよエイトのﾂｱｰが発表になりましたね。

また今年も単独ｶｳｺﾝあるんですねぇ。

うーん。

まだ空（＠章大）と相談してないからわからないけど

たぶん東京ﾄﾞｰﾑだけかなぁ???
ｶｳｺﾝも行きたいんだけどたぶん休みが取れそうにないんだよね。

毎年のことだけど大晦日とか元旦は仕事してるもん。

なんかﾊﾞｲﾄ時代もﾊﾞｲﾄしてたし。

休みもらってたのは福原一哉くんが年末年始のｷﾝｷｺﾝ、Vｺﾝに出てた時

以来???
確か一哉くんがﾃﾞｨﾅｰｼｮｰとかも出てて行ってたってゆーね。

４万ですよ。

ﾁｹ代が。

しかもﾃﾞｨﾅｰｼｮｰに行くような洋服も持ってなくて

服も買ったから7万ぐらいしたってゆーね。(ノД`)
ﾏﾏﾝにすがりました。(笑
高校生に7万は大金だよねぇ。

その代わり面白ﾊﾌﾟﾆﾝｸﾞは満載でしたけども。

まず席が花道の横ってだけで何かありそうでしょ???
これであたしは数々の失態をおかしてますからね。

まぁ、それは恥ずかしいので書きませんけども。

そうそう、それでﾂｱｰの話とは別なんですけど

club∞が毎日ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝしてるじゃないですか???



そっちの方がもっそい気になってて。

何か大きな発表があるんじゃないかと思ってます。

だってこれだけ焦らしてきてﾂｱｰの発表だけってことはないなぁと。

で、あたし、昔すごくﾘｯﾌﾟｽﾗｲﾑ好きだったんですよ。

でも最近全然聴いてなくて。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
でも久々に「SCAR」を聴いてやっぱｶｯｺｲｲなぁと。

もういつもﾄﾞﾗﾏ終わった後に聴いてます。

やっぱ大人になっても好きなものって変わらないんだって

思いました。

あ。今日、やっと大奥の公式ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸを買ったんですよ。

忠義さんの他の人より化粧が濃いってのがやっと

わかりました。

もっそいｱｲﾗｲﾝ引いてますよね???
目尻の際まで。

きゃわいい。(○´艸`)♥
滝沢演舞城で忠義の目張りは見たことありますけども。(笑
（どんだけ近いんだ???
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2010.09.02 Thu ﾌﾟﾚﾐｱﾑ、ﾀﾞﾋﾞお願いします。

大倉担まひるですけども。

うちはCATVで を見てるのですが

地デジの映りが悪くﾌﾞｰｽﾀｰとかもつけてもらったんですが

改善されなかったのでCATVさんに来てもらったんですね。

そしたらﾌﾞｰｽﾀｰの電波が最弱になってたらしく。(笑
電波あげてもらったら綺麗に映るようになりました。

もうそれが嬉しくて。

今日から地デジで録画出来ます♥

うほほーい。

でも今日、午前中に に行こうと思ってたのがﾀﾞﾒになったんで

あと行くとしたら明日の午前中だけ。

起きれるかなぁ???
最近暑くて体がﾀﾞﾙｲの。

さすがにこう毎日暑いとﾀﾞﾙｲ。

昨日は主治医の先生が休みだったから 行けなかったし。

なんか今年は１０月ぐらいまで暑いらしいし。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

そうそう、ここでまひるたそからみなさんにお願い。

斉藤和義さんが出た少ｸﾗﾌﾟﾚﾐｱﾑとその前の火曜日にやった

少ｸﾗｽﾍﾟｼｬﾙをﾀﾞﾋﾞしてくださる方を探しています。

ﾌﾟﾚﾐｱﾑだけでもOKです。

ﾀﾞﾋﾞしてもいいよーって方がいらっしゃったら

ﾒｱﾄﾞを載せてｺﾒﾝﾄください。

ﾒｱﾄﾞはあたしにしかわからないようになってます。

よろしくお願いします。
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2010.09.03 Fri ただﾁｬﾝとあっちゃん。

大倉担まひるですけども。

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ、ﾀﾞﾋﾞしてくださる方が見つかりました。

ありがとうございます。

お目汚し失礼しました。

さちさん、ありがとうー♥

起床朝４時半。(笑

若干眠いが今寝たら 行く時間に起きれる自信ないので。

なんか最近いつもこんな感じ。

夜は睡眠薬を飲んでるので休みの日は２１時には眠くなるし、

仕事の日でも２３時には眠くなっちゃう。

だからなかなかﾌﾞﾛｸﾞが書けずに居ます。

なんかますます眠くなってきた。

から帰ってきたら

爆睡しよー。

暑くて眠れるかわからないけど。

帰りに本屋にも寄りたいし。

最近近くのｺﾝﾋﾞﾆにﾃﾚｶﾞｲが売ってないんだよねぇ。

つーかﾃﾚｶﾞｲの売ってないｺﾝﾋﾞﾆってどんだけ〜???

なんか眠くて頭が働かない。

すっごいぼんやりしてる。

で、「会いたかった」を聴いてﾃﾝｼｮﾝを上げようとする２６歳女子。(笑
それで思い出したんだけど

職場の先輩がAKBに駄々ﾊﾏﾘで。

「誰が好きなんですか???」って聞いたら「あっちゃん♥」って言ってました。(笑
あたしの１ｺ上なんですけど２７歳でｱｲﾄﾞﾙにﾊﾏりました。って

言ってたけどあたしなんてヲタ歴１４年ぐらいになるもんねぇ。



まぁ、職場で過去嵐ヲタだったことはﾊﾞﾗしたんですけど

eighterってことはまだ言ってない。

ﾃﾍﾍ(ﾉ∀｀)
そんな中堂々と職場で「あっちゃん♥」って言ってる先輩は

すごいと思う。

あたしなんて「ただﾁｬﾝ♥」なんて言う勇気ないもん。(笑
別にただﾁｬﾝじゃなくてもいいんですけど。(笑
大倉くんとか。(笑

そういえば山梨のﾃﾚﾋﾞ番組のﾓﾆﾀｰ募集の時の

BGMがLIFEだった。

なんか無駄に反応してきゅんきゅん♥してた。(笑

なんだかんだ言ってもうすぐ に出かける時間です。

少しでも早い時間に行きたいんだけどあんまり早く行くと

本屋の開店前に本屋に着いちゃうんだよね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.09.05 Sun 愚痴っぽくてすみません。

大倉担まひるですけども。

４時ぐらいから目が覚めてしまって

ﾁｮﾛﾁｮﾛしてました。(笑
とりあえず５時半になったので起きて

ﾌﾞﾛｸﾞ書いてます。

もしや、新ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄってﾌﾟﾚﾐｱﾑｲﾍﾞﾝﾄのこと???
当たる気が更々しないんですけど。

しかも忠義がどこになるかもわからないし。

当たる気の更々しないｲﾍﾞﾝﾄ。

しかも急すぎて仕事が休めない。

そんなわけでたぶん申し込まないと思います。

それも寂しいから形だけ申し込むかも。

ハズレ覚悟で。

当たっても仕事たぶん休めないし。

うーん。それなら他の人に当たって欲しいから

やっぱり申し込まないかも。

なんかこうゆうのってやっぱり早めに知らせて欲しい。

約１週間前に言われても仕事休めないから

主催者側は良かれと思って発表してるかもしれないけど

全然良くないから。

発表の時点で行けないって決まってるのはﾎﾝﾄに悲しいです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
全然嬉しくない。

なんかエイトっていつも発表が急なんだよなぁ。

焦らすのやめて早めに何がいつ頃ありますってだいたいで

良いから発表して欲しい。

例えば秋ぐらいからツアーがありますとか。

まぁ、東京ﾄﾞｰﾑが１２月だったんでまだ良かったんですけど

北海道なんてすぐじゃないですか???



急すぎます。

まぁ、ツアーあるんだろうなぁとは思ってたけど。(笑
(↑何この矛盾。

あれだけじわじわ言われたらツアーあるんだろうなぁとは

気づきますよ。

でもやっぱり正式発表を待ってるわけじゃないですか???
秋なのか冬なのか春なのかとか。

お金の都合とか休みの都合とかあるから

やっぱり早めに発表して欲しいなぁとは思います。

東京ﾄﾞｰﾑも土日だからやっぱり休み取らないとならないし。

土日に休みを取るのがどんだけ大変か接客業の人なら

わかると思うけど。

あ。愚痴ばっかりになってしまってすみません。

せっかくｲﾍﾞﾝﾄもﾂｱｰも決まったとゆーのに。

みなさんはウキウキで臨んでください。(笑
あたしだけじんわり憂鬱なんですけど。(笑
すみません。今後一切このことに関して愚痴りません。

休みが取れないことに関してはたぶんまた愚痴ると思いますけど。(笑
いい加減職変えようかなぁ???
でもエイト中心に仕事してるわけじゃないし。

悩みますわ〜。

エイトを取るか仕事を取るか。

両方選べるような仕事がﾍﾞｽﾄよね???
そんなわけで自分の選んだ仕事なのでごちゃごちゃ言うのは

辞めます。

でも忠義さんに逢いたいよー。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
さすがに１年以上も逢ってないと凹むわ〜。

なんか自分がeighterなのかも怪しいもん。(笑

そうそう１０月１日に職場の後輩がご飯作るから家に遊びにきてくださいよ〜って

誘ってくれたんですがさすがに大奥の初日にせっかく仕事休みなんだから

断りました。

大奥を観に行くんだい。

そこはやっかしヲタ。



譲れないんです。
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2010.09.06 Mon １３周年おめでとう。

TADAYOSHI OKURA
RYO NISHIKIDO
SHOTA YASUDA

RYUHEI MARUYAMA
入所13周年おめでとう。

もう１３年なんだなぁって思います。

たぶん４人的にも苦しかった日々とか

あっという間に感じた時期があると思います。

それでも今まで頑張ってきてくれたことがすごく嬉しいし、

良かったなぁって思います。

辞めずに続けてくれたからこそ

今の成功があると思うし、

やっぱり継続は力なりって言うけど

努力って大切だなぁって思います。

そう教えてくれたのがエイトのみんなだし。

ﾎﾝﾄにありがとう。

これからも初心忘れずに頑張って欲しいなぁって

思います。

これからもずっとずっとありがとう。

そしておめでとう。

2010.9.6　　関ｼﾞｬﾆ∞　大倉忠義担当＊福原まひる。
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2010.09.06 Mon どーする、俺。

大倉担まひるですけども。

ここ３週間ぐらいＧＭ見てないとゆーか

見れないでいるんですけども。

仕事の関係+睡眠薬の関係で。

巷では世の大倉担をきゅんきゅん♥言わせてるとゆーのに

あたしだけ平常心です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
悲しすぎゆ。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
あたしもきゅんきゅん♥言いたいです。

休みの日に見ろよって思うでしょ???
暑くて見る気にならないんです。

あたしの部屋がもう少し涼しかったら見るのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
夜はｼﾞｮｰｶｰだし。

とりあえずｼﾞｮｰｶｰは見れるんだけど

ﾎﾀﾙﾉﾋｶﾘ２は起きていられないらしいです。

向井理くんが出てるとゆーのに。

空（＠章大）に理くんが好き♥って言ったら

絶対好きだと思ったって言われた。

ﾊﾞﾚﾊﾞﾚやーん。

（↑なぜに関西弁。

たぶんあの小顔だろうな。

あたし小顔ﾁｬﾝ大好きっこだから。

じゅんのとか忠義とか。

理くんいいよねぇ♥

胸がきゅんきゅん♥言うよ。

佐藤健くんは空も好きだそうで。

でも空に水嶋ヒロ好きは認めてもらってないの。(笑

なしてですのん???



最近やっと我聞さん好きは認めてもらったの。(笑
それは空の袴田さん好きを認めたからかなぁ。(笑
わざわざ我聞さんのﾌﾞﾛｸﾞまでﾁｪｯｸさせちゃう始末。

ﾃﾍﾍ(ﾉ∀｀)
でも未成年の再放送が山梨でやってる時に

空も見てたらしいんだけど

我聞さんがあまりにもイケてないって言われたっけ。

年上好きな部分ではあといしだ壱成さんとか。

もう今でも大好きです。

昔は押尾学も好きだったんですけどねぇ。

なんか非常に残念な人です。

なんかﾌｧﾝが押尾語録とか言い始めた時点でおかしく感じて

ﾌｧﾝ辞めましたけども。

発言がﾃﾞｶｲ割にﾁｷﾝだったとゆーか。

そこが１番残念に感じたとこですかねぇ。

あ。今回全然忠義の話してない···｡(ノД`)

そうそう、空からｴｲﾄｺﾝのﾒｰﾙがきたんですよ。

東京ﾄﾞｰﾑの土曜日なら行けるかもって言われたんですけど

愛娘のきらりも一緒だけどいい???
って聞かれてそれは全然いいんだけど

帰りがﾄﾞｰﾑだと山梨に着くのが早くて２４時ぐらいに

なっちゃうから泊まりとか???
って言われたんだけど泊まりだと日曜日も仕事休まなくちゃならなくて

どうせ休むなら日曜日も入りたいって思うし、

どうしようかなぁと。

つーか土日の２連休で休めるのかなぁ???
それも疑問だし。

どーする???俺。
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2010.09.07 Tue 裏目に出た女。

大倉担まひるですけども。

毎日暑いですねぇ。

暑いとﾎﾝﾄ何もする気になれないです。

だから寒い方が断然ﾏｼです。

暑いと苛々度も上がるし。

あたし、すっごいﾏｲﾍﾟｰｽなんですけど

でも案外短気なんですよー。

単なるﾜｶﾞﾏﾏ星人ですかねぇ。(笑

今日、ヲタ誌買いに行きたかったんですけど

あまりの暑さに撃沈しました。

もう今日１日ｸﾞｯﾀﾘですもん。

で、ｸﾛｻｷﾞの再放送の最終回を見て

やっぱり山下智久ってｶｯｺｲｲなぁ♥と思って

きゅんきゅん♥してました。

なんてったってあたしの初めての男なんで。(笑
いやいや、初めてお手振りをもらったのがやまぴーなんです。

その当時相葉担だったんですけど

相葉ﾁｬﾝにお手振りってもらったことない非常に残念なあたしなんです。

で、ｷﾝｷｺﾝの山梨公演があって当時東京に住んでたんですけど

おばあちゃんちが山梨にあったんで

山梨公演に参戦したんですね。

で、２列目だったんですけど

やまぴーのうちわを持つか翔ﾁｬﾏのうちわを持つか迷って

結局やまぴーのうちわを持ったんですよ。

そこでのｼﾞｬﾆ初お手振りがやまぴーだったわけです。

いやぁ、あれはﾎﾝﾄに泣けるぐらい嬉しかったです♥

なのであたしの初めての男です。(笑
うーん。

ちなみに自担の初めてのお手振りが淳之介さんだったんです。

またｷﾝｷｺﾝだったんですけど。(笑



ｷﾝｷｺﾝIN山形です。

その日のことはすっごいよく覚えてます。

早朝、東京駅から山形に新幹線で向かったんですけど

その同じ新幹線にｷﾝｷの２人も乗ってたんですよねぇ。

で、会場行って席が花道横で。

なんかｷﾝｷｺﾝじゃないですか???
だから周りはｷﾝｷﾌｧﾝばっかりなんですよ。

なんであたしと相方空（当時中丸担）ともう１人の友達と３人で

行ったんですけど周りはｷﾝｷの２人の行く方を向いてるんですが

あたし達周り３人だけｼﾞｭﾆｱの行く方を向いてるわけで。

なのですっごい目立つんですよ。

それですっごいびっくりされた覚えがあります。

あの当時は当時で楽しかったんですよ。

まだあたしも空も若かったですし、ｷｬﾋﾟｷｬﾋﾟしてましたもん。(笑
もうそんなこんなで帰りの新幹線がﾃﾝｼｮﾝ上がり過ぎて弾丸ﾄｰｸだった

気がします。(笑
そういや、ｷﾝｷｺﾝIN山梨の前にﾄﾆｺﾝIN山梨も経験したことあるんですけど

その時はもっそい席が後ろで翔ﾁｬﾏのうちわを持ってたんですけど

何事もなくー。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
エイトの初山梨ｺﾝの時もﾁｹｯﾄが取れなくて

空の職場の人が譲ってくれたんですけど

１列目だったか２列目だったんですね。

あの時も何事もなくー。(ノД`)
あれは凹みましたね。

１列目とか２列目で何事もないとﾎﾝﾄに凹みます。

でもあの当時は忠義が今よりﾄﾞﾗﾑ率が高かったんですよ。

まぁ、言い訳なんですけども。(笑
それで４７ｺﾝの時の山梨がもっそい席が後ろだったんですよ。

だけど運が良かったのは後ろの扉が近かったことと通路側だったことと

ですかねぇ。

それで最後の方で忠義があたし達の居る所まで上がってきてくれて

目を見ての初握手でした。

あたしそれまでﾎﾝﾄ忠義運がなかったんで

この時は泣きました。

そんなわけで要は席じゃないんだって思いましたね。

運ですね。

この時は丸ﾁｬﾝやヒナﾁｬﾝも後ろの扉から出てきてくれて握手出来ましたもん。



すば倉ﾊﾞﾝﾄﾞの時はﾎﾝﾄに席が近かったんで

ﾗｯｷｰなことも多々ありましたけど

それから何度か忠義運に恵まれつつ、

最近はﾗｲﾌﾞに行く回数も減ってるんで

そんなにﾗｯｷｰなこともないんですけど。

ちなみに今まで２回エイトの握手会行ってるんですけど

ﾊﾞｶだからﾒﾝﾊﾞｰと握手してないんですよ。

ﾃﾝｼｮﾝ上がり過ぎて２回共ﾊｲﾀｯﾁで済ませてるんですよね。

今考えたらもっそいもったいないですよねぇ。

もう２回目の握手会の時、忠義の目を見て握手しながら

「好きです♥」って言えば良かったと今更ながら後悔してるわけで。

でもこの時、朝早かったから忠義さんのﾃﾝｼｮﾝが駄々下がりでしてねぇ。(笑
ﾊｲﾀｯﾁが余計裏目に出たとゆーか。(笑
ﾏｼﾞであれは反省してます。(笑
あの時の忠義さんは怖かったです。(笑
ちょっと怖すぎて泣きそうになりましたもん。(笑
たぶんあたしだけだと思います。(笑
しかもあたしの時のメンツが丸ﾁｬﾝ、渋やん、忠義だったんですよ。

丸ﾁｬﾝはいつも通り朝からでもﾃﾝｼｮﾝが高く

ﾊﾟｰﾝってやってくれたんですよ。

でも次が渋やんでご機嫌斜めでしたねぇ。

で、とどめが忠義だったわけで。

もうなんでもかんでも勢いに任せるのは辞めようと

決意した日でした。(笑

まぁ、そんなこんなで今でもeighterをやってるわけですけども。

ｲﾍﾞﾝﾄは仕事の都合で申し込めませんが大奥の試写会を申し込もうかと思ってます。

まぁ、ﾒｲﾝがニノさんだけに狭き門だとは思いますが

頑張りたいと思ってます。

ｲﾍﾞﾝﾄ行きたいなぁ···｡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.09.08 Wed 職場にて。

こんにちわんつー。

大倉担まひるですけども。

もう少しで仕事終わるんだけど2度目の休憩。(‾▽‾)
ちょんまげぷりんの本を買おうとしたら

続編も出てますよと薦められ2冊購入。(^O^)／

まだ読み始めてないんだけど楽しみ〜♥

また家に帰ったらパソから更新します。(^O^)／



2010.09.09 Thu しんどい···｡

大倉担まひるですけども。

今日、珍しくお休みなんです。

でももちろんｲﾍﾞﾝﾄの日はお仕事です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
この矛盾は何???
お昼まで爆睡してお昼ご飯食べて

用事済ませて今現在です。

ちなみにまだ東京ﾄﾞｰﾑの日の休みがもらえるか

わからないので申し込みもしてなくて。

落ち着きません。

あ。朝、ちょっとだけちょんまげぷりんを読みました。

もう亮ﾁｬﾝを想像して読んでるので面白くて面白くて。

これ映画館で見たかったなぁと。

まぁ、DVD発売を待ちます。

そう、DVDで思い出したんだけどﾚｲﾝﾎﾞｰﾛﾏﾝｽ（韓国ﾄﾞﾗﾏ）のDVD-BOXを
３つ揃えて満足してたら後３つ出てた。 （ﾟдﾟlll）ｶﾞｰﾝ

BOXだから１つ１６０００円ぐらいするのに。

そんな余裕全然ないです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

そうそう、昨日書くつもりで書けなかったんだけど

丸ﾁｬﾝがニノのﾄﾞﾗﾏ「ﾌﾘｰﾀｰ､家を買う」だっけ???
それに出るんだってね。

また嵐との共演ですか???

あとエイトがｱﾙﾊﾞﾑ出すって噂聞いたんだけど

これは噂だから置いといてー。(笑

そう、それで昨日帰ってきてお風呂入って



夕飯食べたらもっそい眠くなってまたﾎﾀﾙﾉﾋｶﾘ2が見れなかったんだよね。

もういい加減諦めてるんだけど。

最初の３話ぐらいしか見てないし。

そんなわけで昨日は２０時半ぐらいには寝てました。

で。ｼﾞｮｰｶｰですよ。

亮ﾁｬﾝが刺されたぁー。

しかも結構瀕死。

死なないよね???
死なないでー。

つーか疲れがMAX。
たぶん女の子の日が近いからだと思うんだけど

すっごい毎日がしんどい。

今日ももっそい腰が痛いし。

しんどい···｡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.09.09 Thu KARA可愛い〜&#9829;

大倉担まひるですけども。

最近、KARAのﾐｽﾀｰにﾊﾏってます♥

職場でこの腰振りをやってとｾｸﾊﾗめいたことを

言われ、そんなにｽﾀｲﾙよくねぇよと思いつつ。(笑
KARAは宿題くんの時に劇団ひとりさんが紹介してくれて

それから好きなんですけども。(笑
ﾎﾝﾄに売れてますよねぇ。

あたし、ﾎﾝﾄにK-POPが好きであと超新星とかも好きなんですけど。

BIGBANGももちろん好きだし、SS501とか。

きっかけは東方神起とsuper juniorから

なんですけど。

なのでもう何年ぐらいになるんですかねぇ。

３〜４年ぐらいになるんですかねぇ。

なんかさっき遊びに行ったやまぴー担のﾌﾞﾛｸﾞで

世界一ｾｸｼｰな男にやまぴーを投票してください。ってあったんですけど

思わずｷﾑﾋﾁｮﾙに投票したのはこのあたしです。

ﾎﾝﾄすみません。

ヒチョル大好きなんで。(笑

（↑ヒチョル

(↑最近４minuteも好き。

JUGEMテーマ：音楽

http://jugem.jp/theme/c74/10/


JUGEMテーマ：韓流♪

JUGEMテーマ：Super Junior

JUGEMテーマ：KARA(カラ)

http://jugem.jp/theme/c80/1999/
http://jugem.jp/theme/c80/830/
http://jugem.jp/theme/c80/14577/


2010.09.10 Fri 2010.9.10

HAPPY BIRTHDAY
HIROKI UCHI

24th!!!!

２４歳おめでとう。

なんか博貴ももう２４歳なんだなぁとびっくりします。

なんかエイトと違う道を歩いてるけど

でも志は一緒なんだなぁと思ってます。

これからもずっと仲間だし、

博貴の活躍期待してます。

今、たくさんの舞台に出させていただいてて

８人には戻れなかったけど

またこうして仕事させていただいてることが

有難く思います。

博貴、２４歳おめでとう。

博貴の元にたくさんの天使が舞い降りてきますように。

2010.9.10　関ｼﾞｬﾆ∞　大倉忠義担当*福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.09.11 Sat 26th

HAPPY BIRTHDAY
SHOTA YASUDA

26th!!!!

章大、26歳おめでとう。

相方空が章大のことを好きになって１０年以上が

経つんだなぁってなんかしみじみさせられます。

空はあたしが仁担になる前から安田担になったんで

ﾎﾝﾄあたしの大倉担に比べたら全然先輩なんですけども。

しかもFIVE WESTの時もすでに章大のこと好きだったみたいだし。

なのですごく忠義よりもなじみ深いんですけど。

そんな章大がもう26歳。

喜ばしいことだと思います。

これからも優しくいい曲作って

章大らしい26歳をすごして欲しいなぁと思ってます。

2010.9.11関ｼﾞｬﾆ∞　大倉忠義担当＊福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします
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2010.09.12 Sun これか。

用件のみで失礼します。

10月11日(月·祝)限定

全国TOHOｼﾈﾏにて

『∞UPPERS』上映決定

これ山梨やるのかなぁ？

今日のイベントがこの映画の試写会で

情報元はイベントの会場のポスターです。

ちなみにイベントは東京しかメンバーは出なかったそうです。

WSとか入ってたらしいので明日のTVはチェックです。



2010.09.14 Tue ｱﾙﾊﾞﾑ発売が決定しましたね。

大倉担まひるですけども。

エイト、噂通りにｱﾙﾊﾞﾑ出ますね。

「８UPPERS」（ﾊﾟｯﾁｱｯﾊﾟｰｽﾞ）

しかも３種類。

映画になるやつのDVDも特典で

つくみたいでお値段もご立派。

３種類買ったら１５０００円近くするみたいで。

なんか店頭で買ったら抽選もあるらしく

悩むところです。

まだ抽選のあるお店の発表もないので

どこで予約していいのかもわからず···｡

アマゾンで予約しようか迷うわ〜。

通常盤だけ店頭で予約しようかなぁ。

うん。そうしよう。

そうそう、ｴｲﾄｺﾝ、結局土曜日しか行けそうにないみたい。

さすがに土日の両日は仕事休めそうになくて。

それでなくても最近ﾊﾞｲﾄが２人辞めたのに。

１０月１１日も山梨で上映されるかわからないけど

休み申請したし。

しかもその日たぶん人居ないんだよなぁ。

たぶん休めそうにないんだよねぇ。

一応申請したけどちょっとｲﾔな顔された。

店長とかは自由に休み決めてるのになぁ。

なんか納得いかないってゆーか。

実際店長とかって店長机に座って作業してることが多いので

店先に居ないんですよねぇ。

だから居なくても成立するってゆーか。

昨日なんてすっごい忙しかったのに

店長もいなけりゃその下の人も居ないってゆーね。

昨日が最後だったﾊﾞｲﾄと２人だったもん。



ちょっと死にかかったもん。

で、いつも思うんだが接客中にも関わらず話かけてくるお客さん。

あれは絶対おかしいでしょ???
どんだけﾏｲﾍﾟｰｽなんだよ。

話が終わるの待つか他の店員に話かけろよっていつも思う。

かなりの割合でイラっとする。

でも笑顔で対応。（当然か。(笑
不満ﾀﾗﾀﾗですみません。

ｲﾔな顔されたのが納得いかなかったので。

ちょっと立ち直りました。

追伸＊何か言いたいことがある場合は名前とｱﾄﾞﾚｽぐらい書いたら

どうなんですか???
名前さえも書いてなくて消すんですか???
って文句言われても当然のことだと思ってください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.09.14 Tue 頭ﾎﾞｹﾎﾞｹ。

大倉担まひるですけども。

最近夜になると少しだけ涼しくなりますね。

昨日は久々にｸｰﾗｰを止めて寝ました。

でも腰痛いばっかりで女の子の日は全然きません。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
また遅れてます。

いつものことだけどねー。

そうそう、章大の誕生日祝ったのはいいけど

思いっきり年齢間違えててすみません

何人もの方からご指摘をいただきﾎﾝﾄ申し訳ありませんでした。

なんでそう間違えたのかもわかりません。(笑
テンプレの方はあってるので

単なる勘違いであって忘れたわけではありませんよー。(笑

相方空（＠章大）に怒られてしまいますね。

改めまして２６歳おめでとう。

久々にGM見ました。

ちょっとだけどね。

なんかすっかりｸｰﾙ本木はどこかへ行ってましたね。

みんなと一生懸命になってる本木健介がかっこよかったりします

ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞ健介もｽﾃｷです

ちなみにGMではそれぞれあだ名があるじゃないですか???
本木健介は何かあだ名があるのですか???
誰か教えてください。

仕事で全然見れてないのでよろしくお願いします。

なんか健介ってゆーとﾌﾟﾛﾚｽﾗｰしか浮かばない貧困な頭を許しておくれ。

そう、買ったはいいけど全然聴いてない

BPMです。光一さんのｱﾙﾊﾞﾑですね。



それはあたしがKARAばかり聴いてるからです。(笑
もしくは４minuteばっかり。

火曜日の夜はRIP SLIMEばっかり。(笑
ｼﾞｮｰｶｰの日ですからね。

そんなわけであたしにしては珍しく光一さんのｱﾙﾊﾞﾑを

まだ聴いていません。

明日にはNEWSのｱﾙﾊﾞﾑも届くとゆーのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

あ。そういえばﾊﾟｯﾁに入ってた亮ﾁｬﾝのｿﾛ曲やっぱり

亮ﾁｬﾝの作った曲でしたね。

すごく亮ﾁｬﾝっぽかったのですぐわかりましたけど。

あと新曲なのかな???
ｱﾙﾊﾞﾑに入る曲でｿﾛ+１曲ってあったじゃないですか???
あれが章大と忠義の作詞でしたよね???
楽しみです。

この２人がﾀｯｸﾞを組むって珍しいじゃないですか???
ﾃﾍﾍ(ﾉ∀｀)
嬉し恥ずかしって感じです。(笑
以前はﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄでも一緒にいること多かったみたいですけど

最近はあんまり話聞かないんで。

まぁ、あたしが話を聞かないだけで遊んでるのかもだけど。

なんか忠義ってゆーと最近はにしやんですかねぇ。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.09.15 Wed NEWSのｱﾙﾊﾞﾑ。

大倉担まひるですけども。

今日は だったので

涼しく過ごしやすい１日でした。

しかも今日はﾊﾟﾊﾟﾝの送り迎えつきです。(笑
快適快適。

で、職場に弟が遊びにきて弟がうちの仕事辞めたので

新しく仕事探してたのですが仕事見つかったってゆー報告がてら

別の話もして欲しいものもあったので

それもお願いしてって感じですかねぇ。

なんか弟がうちの仕事辞めたのでなかなか逢えなくなるかなぁとか

思ってたんですけど案外そうでもなくて

よく職場に寄ってくれます。

まぁ、 も近いんで

なるべく遊びに行きたいなぁとは思ってます。

で、帰ってきて早速NEWSのｱﾙﾊﾞﾑ聴いてます♥

今回、亮ﾁｬﾝのｿﾛ曲ってないんですね

なんか特に誰のｿﾛとかあるわけでもなく

ちょっと亮ﾁｬﾝの曲を楽しみにしてたので残念です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

(↑NEWSのｱﾙﾊﾞﾑとHSJのDVD



（↑買って写真UPしなかったやつ

ﾘｯﾌﾟのﾍﾞｽﾄとか光一くんのｱﾙﾊﾞﾑとかJUNSU/JEJUNG/YUCHUNのﾐﾆｱﾙﾊﾞﾑ。

（↑これも買って写真UPしなかったやつ。

大奥の公式ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸです♥

（↑まひるたその部屋の

壁側に寄ってるのでちょっと小さく見えるんですけど

32ｲﾝﾁです。

夜、エイトのDVDを見るともっそい爆音でびっくりします。(笑

また後で〜。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.09.16 Thu 大奥が近づいてきましたね。

大倉担まひるですけども。

職場で後輩に に居る時

何やってる???
って聞いたら「ﾊﾟｿｺﾝですかねぇ。」って言われたんで

いつかこのﾌﾞﾛｸﾞがﾊﾞﾚないか心配になったあてくしです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

あたしも に居る時は

率が高いです。

がないと生きていけません。

もうよっぽど疲れてない限り仕事から帰ってきて

は立ち上げます。

でもﾎﾝﾄﾌﾞﾛｸﾞ書くのが大好きでなんかこれからも

続けていけたらいいなぁって思ってます。

最近はｴｲﾄｺﾞﾄや忠義ｺﾞﾄを書くことも減ってるけど

それでもついて来てくださったら嬉しいです。

涼しいのも今日までで明日からまた暑くなるみたいですね。

明日、午前中 なので起きれるのか

心配なんですけども。

なんかやっぱり前日疲れると次の日起きるのもやっとです。

なので今日早く寝たいって気持ちと明日休みだから

ゆっくり起きていたいって気持ちがあります。

それだと明日の朝起きれないので早く寝ます。

大奥の試写会のﾒｰﾙ、ｷﾞﾘｷﾞﾘまで待ってみたんですけど

やっぱりﾊｽﾞﾚました。

やっぱ１５組３０名の壁は高かった。

わかってても若干凹みますね。



今日特に何も書いてないですけど

眠いので寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2010.09.17 Fri やっぱり大倉忠義が好きー&#9829;

大倉担まひるですけども。

なんとか朝起きれました。

ﾎﾝﾄ、毎週火曜日の休みなんてｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞで

最近朝起きれないことが多いです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
なのでいつも金曜日に起きれないか心配になります。

今日、 行かないと

薬の予備がないので。

だからﾎﾝﾄは火曜日に行きたいんですけどねぇ。

いつも起きれないんですよねぇ。

なんとなく最近忠義から離れている自分が居ます。

嫌いになったとかじゃないんですけど

仕事でﾄﾞﾗﾏも見れてないですし、

すごく忠義との距離を感じます。

そんなの自分次第でちょっと距離が縮まることもわかってます。

見たり、

録画してる番組を見ればいいだけのことです。

それをしないとゆーかする気分になれないんですよね。

なんなんでしょうね。

なんかたぶんあまりにも生ただﾁｬﾝを見てなくて

気持ちが落ち着いちゃってるんでしょうね。

なんか逢えない自分に慣れちゃってるとゆーか。

ちょっと寂しいです。

やっぱりあたしはただﾁｬﾝ♥ただﾁｬﾝ♥言ってる自分が

大好きです。

まぁ、実際にはただﾁｬﾝではなくてただよっちゃんが正解なんですけどね。(笑
ただﾁｬﾝは忠義ﾊﾟﾊﾟのあだ名なんで。

なんかそういえば何かで忠義が自分の子供に「忠」の字をつけたいって

言ってたんですけど結構難易度高いですよね???
あたしは忠義とゆー名前が大好きです♥

（ちゅうぎ）とも読むじゃないですか???



その意味も込めて忠義とゆー名前が大好きです。

そしてその「忠」の字が大倉家で受け継がれていること。

すべてにおいて大倉忠義とゆー名前が大好きです。

そして全然名前負けしてない忠義も大好きです。

あ。なんか元気出てきました。(笑
(↑単純。

やっぱりあたしは大倉忠義じゃないとﾀﾞﾒみたいです。

横山裕でもなく錦戸亮でもなくやっぱり大倉忠義が１番です。

そしていつも穏やかで優しい忠義ﾊﾟﾊﾟが大好きです。

やっぱり嫁に行くならここしかないと。(笑
(↑逝け。

こんなあたしですけど忠義さん、お嫁ﾁｬﾝにもらってください。(笑
（↑逝け(切実

まぁ、言うだけなら自由ですからね。(笑

なんか今、忠義の写真見てていろんなことを思い出しました。

自分がどんなに忠義のことを好きってこととかも。

今までどんなに忠義のことを想ってきたかも。

これからもその気持ちを忘れずに頑張っていきたいなって思います。

なんかこうやって文章にすることによって

自分の気持ちの再確認とか出来ちゃうんですよね。

それがあたしのﾌﾞﾛｸﾞをやってる意味かもしれません。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.09.18 Sat 明日はGMの最終回です。

大倉担まひるですけども。

弟がちょっと早い誕生日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄをくれました。

ﾊﾟﾜｰﾊﾞﾗﾝｽのｸﾞﾘｰﾝです♥

なんか元々弟が前からしてて

調子いいって言ってたから欲しいなぁと

思ってて

で、先日、弟がﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂに行ったら

ｸﾞﾘｰﾝが入荷してたってことで

買ってくれました。

さすが我が弟。ﾅｲｽです。

なんか気のせいかもしれないけど

肩こりとかちょっとﾗｸになりましたね。

なんか職場でAKB好きな人が２人居て

ｹﾞｰﾑが発売になるじゃないですか???
あれのPSP本体のついた３９８００円ぐらいするやつが

欲しいんだけどどこ見ても予約がいっぱいなんだよって

言っててなんか今日も仕事終わってから２人で

お店周るって言ってた。

なんかあーゆうのって楽天とかで時間指定で

限定追加予約する可能性もあるからﾈｯﾄもﾁｪｯｸした方が

いいですよって言ったんだけど。

でもｹﾞｰﾑはあたしもやりたいから予約したけど。



ｹﾞｰﾑだけの単品ならまだ予約受け付けてたんで。

いよいよ明日はGMの最終回ですね。

少しでも早く帰ってきて見れたらいいんだけどなぁ。

やっぱり最後が気になる。

でも途中全然見てないから録画したやつ

見てから最終回をゆっくり見るってゆー手もある。

なんか忠義のﾄﾞﾗﾏはいつも結構見れてたんで

今回みたいにほとんど見れなかったのは初めてかも。

なんか前より仕事から帰ってくる時間が遅くなって

それでなんだけど。

それと同じ理由で松潤のﾄﾞﾗﾏも全然見てない。

ってゆーか見れてない。

松潤のﾄﾞﾗﾏ見れなかったの初めてかも。

今まで必ず見てたし。

なんか最近、結局ちゃんと見てたﾄﾞﾗﾏってｼﾞｮｰｶｰだけ

だったっぽい。

非常に残念だ。

忠義を毎週見れなかったのがやっぱりショックだったなぁ。

せっかく忠義が頑張ってるお仕事だったからﾘｱﾙに見て

感想とか書きたかったんだけどなぁ。

とりあえず１０月１日の休みに大奥観に行きます。

たぶん···｡(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.09.21 Tue まだしぶとくﾌｧﾝやってますけど何か???

大倉担まひるですけども。

女の子の日痛でﾀﾞｳﾝしてました。

今、少しﾗｸになってきたのでﾌﾞﾛｸﾞ書いてます。

あたし、ﾎﾝﾄ女の子の日痛がひどくて

１週間丸々あるんですけど丸々体調悪いんですよね。

しかも量もﾊﾝﾊﾟなくてﾎﾝﾄ、しんどいです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
しかも始まる１週間ぐらい前から体調悪いし、

気分も沈むし。

そんなわけで全くBECKを観に行く余裕もなくー。

女の子の日が終わってからでもBECK間に合うかなぁ???

なんか体調悪くて書くこと何も浮かばない···｡

あ。今日、明日って暑くて明後日から涼しくなるみたいですね。

考えたらもう１０月も近いですもんねー。

１０月になったらあてくし２７歳になります。 (ﾟдﾟlll)ｶﾞｰﾝ
なんかﾌﾞﾛｸﾞ始めた時は２１歳だったのにねー。

年月の過ぎるのはﾎﾝﾄに早いと思います。

なんかあたし的にはまだ２０代前半のﾉﾘなんですけどね。(笑
(↑お主図々しいな。

いやだー。２７ﾁｬｲなんていやだー。

（↑可愛こぶって言っても無理。

もう三十路になったら開き直ります。(笑
三十路を売りにしていきます。(笑
なんかあたしが三十路になったら忠義は２８歳かぁ。

だいぶ大人の男性よね???
なんかきっと素敵男子に輪をかけてなってるよね???
うわー。忠義の２８歳とか全然想像つかないんですけど。

なんか今の２５歳にもﾘｱﾘﾃｨｰを感じてないもんなぁ。

そんなわけで三十路まで悪あがきしますけどよろしく



えぇ。えぇ。

実はまだｴｲﾄｺﾝの申し込みしておりません。

空さん（＠章大）の給料日を待ってたので

明日振り込んできます。

当たりますように。

(-∧-；) ﾅﾓﾅﾓ
しかも久々のあてくし名義です。

忠義ｿﾛｺﾝ以来の名義出動です。

どんだけだよーとか言わないでー。

もう長野公演はずっと空名義だったので

もうY&J事務局の人にﾌｧﾝ辞めちゃったのかと思われても

仕方ありません。

ﾌｧﾝ辞めてませんよー。(笑
しっかり忠倉ﾌｧﾝやってますよー。

まぁ、しっかりって部分はちょっと異論があるかも

しれませんが。

ただのﾊﾟｿｼﾞｬﾆｦﾀとなり下がってましたけども。(笑
でも考えたらﾗｲﾌﾞ自体だいぶなかったですもんねぇ。

だいぶとか書くとNEWS担に申し訳ないんですが。

NEWSももうﾂｱｰ中なのかな???
あてくし、こう見えてもただの１度もNEWSｺﾝに行ったことがございません。

しかもeighterになってから

忠義絡みのもの以外は行ったことがありません。

NEWSの初ﾗｲﾌﾞに安丸倉が出ててひっくり返ったことはありますけども。

未だにあの衝撃は忘れておりません。

ｼｮｯｸ。衝撃。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.09.22 Wed HAPPY DAY

HAPPY BIRTHDAY
SUBARU SHIBUTANI

29th!!!!

すばる入所１４周年おめでとう。

関ｼﾞｬﾆ∞
全国ﾃﾞﾋﾞｭｰ６周年おめでとう。

たくさんのHAPPYが重なった日。

すばるにとって１年間の中で１番特別な日じゃないかなぁ

って思います。

すばるの人生のｽﾀｰﾄの日だから。

いろんな意味で。

今こうして最高の仲間と音楽やれてることが

すばﾁｬﾝにとってすごく意味があって

大切なことだなぁって思います。

すごくｼﾞｬﾆｰｽﾞというﾌﾞﾗﾝﾄﾞで悩んだ時期も

あると思います。

でも今はすばﾁｬﾝのやりたいことが

たくさん出来てるんじゃないかなぁって思います。

２９歳おめでとう。

そして関ｼﾞｬﾆ∞の全国ﾃﾞﾋﾞｭｰ



６周年おめでとう。

すごくすごく嬉しかったのを

覚えてます。

自分のことのように。

やっぱりそれぞれが頑張ってきた姿見てきたからかな。

結成しては８年ぐらいになるのかな???
これからもずっとずっと応援してます。

８人が大好き♥

関ｼﾞｬﾆ∞　大倉忠義担当＊福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.09.23 Thu 生ただﾁｬﾝに逢えてる人は結構いるんだろうなぁ。

大倉担まひるですけども。

えぇ。明日夕方からでいいから仕事手伝ってって

言われて明日出勤です。

しかも来週の火曜日の休みは昼間だけ手伝って

って言われて結局９連ﾁｬﾝです。

全然BECK観に行ける気がしねぇ。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

あ。そういえば昨日の段階では水嶋ヒロくんが

俳優業を辞めて執筆活動のみになるとゆう

お話を聞いてたんですが

今日になったら俳優も続けるとゆー話を聞き

安心しました。

だってあんな男前なのにお芝居も納得いくものが

出来るようになったとゆーとこで

俳優辞めたらもったいないもん。

もう今日はﾎﾝﾄ疲れました。

疲れてﾏｯｺﾘを買ってくるのを忘れました。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
ﾏｯｺﾘが飲みたかったんです。

また左肩が異常に痛むんです。

仕事中はそんなに気にならないんですが

帰ってくると左肩が尋常じゃないぐらい痛くて

１人で部屋で「痛い。痛い。」って叫びます。(笑
ﾎﾝﾄ声に出さないとならないぐらい痛いんです。(笑

あ。ﾌﾞﾛｸﾞの毎回ｴﾝﾄﾘｰの下に「LOVE」をつけました。

JUGEMさんとかﾛﾘﾎﾟｯﾌﾟさんでﾌﾞﾛｸﾞやってる方は

ぜひぜひﾛｸﾞｲﾝしてﾎﾟﾁっとなしてやってください。



お礼のﾎﾟﾁっとなに伺いますので。

（↑久々にｲﾄｩｸｵｯﾊﾟの写真をUPしました。

今のあたしのﾊﾟｿの壁紙がこれです♥

昨日まで関ｼﾞﾐ３だったんですけど。(笑

なんか昨日とはうってかわって

今日は涼しくなりましたね。

これからは秋らしい気候になるみたいで

ﾌﾞﾛｸﾞももう少し書けそうな気がします。

そうそう、大奥の舞台挨拶行きたいなぁと

思ってるんですがやっぱり仕事は休めそうにありません。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

そうゆうのに全く縁のない女と化してます

一目でも生ただﾁｬﾝに逢いたいのになぁ。

なんか結局ﾂｱｰまでお預けっぽいです

こんなに生ただﾁｬﾝに逢えなかったのはｴｲﾄ結成時以来ですかねぇ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.09.24 Fri ★ｺﾒﾚｽ★

すっごい久々ですみません。

ｺﾒﾚｽをやります。

該当者様は見てくださいね。

★ｺﾒﾚｽ★

あるこさん（＠亮）

きょおこさん（＠忠義）

はるかさん（＠忠義・亮）

空（＠章大・相方）

りんごさん（＠忠義）

まみどり。さん（＠忠義）

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

明梨さん

ふーたんさん（＠忠義）

ゆたさん（＠忠義）

愛さん（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

あるこさん（＠亮）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

ｴｲﾄ、ｱﾙﾊﾞﾑ発売しますね???
買われますか???
あたしは一応全部予約しました。

ﾏｼﾞで金欠です。

Hey!Say!JUMP未だによくわかりません。

AKBも顔と名前が一致するのがあっちゃんぐらいです。(笑
ｼﾞｮｰｶｰすごく良かったです。

GMは仕事でほとんど見れてないので

ｼﾞｮｰｶｰはちょっと見逃した回もあるけど

休みの日にやってたのですごくﾊﾏって見れました。

亮ﾁｬﾝのお芝居が大好きです♥

お世辞抜きで。

これからもにしやんで行きます。(笑

きょおこさん（＠忠義）

結局ﾎﾀﾙﾉﾋｶﾘ2を見れたのは最初と最後です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
理くんがぁー。

http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


あたしもどっちかというと干物女に近いんで。

部屋がすぐ汚くなってしまいます。

休みの日に掃除するんですけど

仕事行ってるともう。(笑
あ。あるこさんからｺﾒいただきました。

相方さんなんですね。

はるかさん（＠忠義・亮）

初めまして。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

絡み大歓迎です。

後でﾌﾞﾛｸﾞに伺いますね。

よろしくお願いします。

空（＠章大・相方）

全く久々もいいとこじゃないですか???空さん。

まぁ、最近はﾒｰﾙで話してるけど。(笑
だいたい自分のﾌﾞﾛｸﾞがこの間やっと章大の誕生日に書いたかと

思ったらその前が１年前の誕生日って。

どんだけ放置する気ですか???
まぁ、章大の誕生日に更新してたので許します。(笑
早くﾊﾟｿﾌｯｶﾂﾀﾞｰ!!(ﾟ∀ﾟ　)三　三(　ﾟ∀ﾟ)ﾌｯｶﾂﾀﾞｰ!!するといいね。

なかなか食事にも行けなくて申し訳ないでござるよ。

また予定あわせて食事にでも行きましょう。

りんごさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

いつもﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってありがとうございます。

京都出身ですか???
羨ましいです。

今、１番行きたいとこが京都なんです。

仕事人や大奥のﾛｹ地周りをしたいんです。

りんごさんは行きましたか???



最近面白いﾌﾞﾛｸﾞが書けてる気がしないんですけど

それでも良かったらこれからもよろしくお願いします。

まみどり。さん（＠忠義）

やっすんのﾊﾟｯﾁ、ﾎﾟｯｷｰのCMっぽくて可愛かったですよね???
なんか今回すごく全員のﾊﾟｯﾁが完成度が高くて良かったです。

これが映画に繋がるとなるとﾜｸﾜｸです。

あたしもたちょのﾀﾞﾝｽに期待してました。(笑
HMVだとｽﾃｯｶｰﾋﾟﾝｸと黒だったんですか???
お店の色なのかなぁ???

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

ﾊﾟｯﾁ良かったですよねぇ。

まさかたちょがあんな感じで終わるとは。

映画がますます楽しみですね。

一応休みの希望は出したんですけど

肝心な山梨でやるのか全然調べてません。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
ヤスくんのﾊﾟｯﾁ大人気ですね。

あたしはヨコかすばるですかねぇ。

ｽﾃｯｶｰ、お店によって違うんですね。

びっくりです。

明梨さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってすみません。

そうですよねぇ。

ｲﾍﾞﾝﾄとかやってくれるのはすごく嬉しいんですけど

急すぎて予定あかないですよねぇ。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
でもとりあえずｲﾍﾞﾝﾄは映画の試写とゆーことで

改めて映画もやるし、DVDにもなるし、

ｴｲﾄﾒﾝに逢えなかったのは残念ですけど

ﾂｱｰもあることですし、お互い希望通り当たるといいですね。

また遊びにきてくださいねー。



お待ちしてます。

ふーたんさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってすみません。

ぜひぜひこちらこそ仲良くしてくださいねー。

岩手はTOHOないんですね。

山梨もTOHOないんですけど

代わりの映画館ならあります。

でも今回のｱﾙﾊﾞﾑの特典につくので県外に観に行かなくても

済みそうですね。

後でﾌﾞﾛｸﾞに遊びに行きますねー。

ゆたさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってすみません。

１６日のミヤネ屋はﾉｰﾁｪｯｸでした。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
なんか剣を交える写真は結構見てるんですけど

映像ではまだ見たことがないので

１０月１日を楽しみにしていたいと思います。

これからもよろしくお願いします。

今日、ﾎﾝﾄはﾌﾟﾚﾐｱﾑ、リアで見れるはずだったんですけど

仕事が入ってしまって録画です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
ちゃんと録画出来るか心配です。（笑

愛さん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ﾒｰﾙはﾘﾝｸのところにﾒｰﾙﾌｫｰﾑがあるので

そこからお願いします。

あまりﾏﾒではありませんがよろしくお願いします。

あとゆたさんが愛さんとメル友になりたいとｺﾒﾝﾄいただきました。



愛さんさえよろしかったらあたしにﾒｰﾙいただければ

橋渡しを致します。



2010.09.24 Fri 貧乏暇無し子ﾁｬﾝ。

大倉担まひるですけども。

夕方から仕事なのでﾉﾝﾋﾞﾘしています。

今日、ﾎﾝﾄは休みなんですよ。

でも昨日、「明日夕方からでいいんで出れる???」って

聞かれて特に断る理由も見つからず、

出勤の羽目に。

今、考えたら少ｸﾗﾌﾟﾚﾐｱﾑじゃないですか???

でも が観たいから

出れないとか言ったらｸﾞｰﾊﾟﾝだろうなぁ。

確実に。（笑

あ。下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやったので

見てくださいね。

遅くなってﾎﾝﾄにすみません。

ちなみに「え???」っていうやつにはｺﾒﾚｽしていません。

最低限のﾈﾁｹｯﾄは守ってください。

ちょっと偉そうな感じになっちゃいますけど

みなさんはﾌﾞﾛｸﾞを通してあたしの存在を知っていても

書いてるあたしにはみなさんがどんな人か

全くわかりません。

なのでただﾒｰﾙくださいとか言われても

すごく困ります。

あと書き逃げみたいなｺﾒﾝﾄもすごく困ります。

そこのとこご理解ください。

偉そうにすみません。

はぅ。まだ大奥の前売りを買っていません。

保存用のﾁｹｯﾄは友達が買っておいてくれたんですが

自分が見る用のﾁｹｯﾄをまだ買ってないんですねー。

映画館まで行ってる暇がないので



ｺﾝﾋﾞﾆで買おうかなぁ。

あとヲタ誌も買ってないし。

水曜日に代休もらおうかと思ってて

その日にBECK観に行ってついでに大奥の前売り買おうかなぁと

考え中。

代休もらえるかわかんないもん。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

も行かないとならないし。

貧乏暇無し子ﾁｬﾝだよなぁ。

今、もっそい頭がｶｼｬｶｼｬ音をたてて考えています。

火曜日の午前中に 行って

午後から仕事行って水曜日に代休もらってBECK観に行って大奥の前売り買って

金曜日に大奥。

これがﾍﾞｽﾄ。

代休もらえないとBECKが微妙。

なんか映画館、BECKが終わって代わりに大奥が始まるような

気がするんだもん。

貧乏暇無し子ﾁｬﾝなのに。

あたしに休息を。

金髪忠義は１番早くて試写会がWSで流れたらだよね???
その後はﾀﾓｽﾃかぁ。

なんか楽しみだなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2010.09.24 Fri マッコリでほっこり。

大倉担まひるですけども。

今日は忘れずにマッコリを買ってきました。

気分は韓国旅行です♥

薬を飲んでるので少しだけ。

それでも久々に飲むお酒は美味しいです。

これでチゲ鍋でもあれば最高なのになぁ。

なんか急に寒くなって体が対応しきれません。

何も書いてませんが眠くなってきたので

すみません。

寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：韓流♪
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2010.09.25 Sat 久々の晴天。

大倉担まひるですけども。

マッコリなんぞ飲んだらすっかり眠くなってしまい、

昨日はすみませんでした。

ﾃｲﾁｸさんに８UPPERSのｼﾞｬｹ写がUPされてて

見たんですけどめっちゃｶｯｺｲｲです。

やっぱり赤ちゃんが関係してくるんですね。

いろいろ想像はしてみてるんですけど

ここで書いたら面白くないじゃないですか???
それにｼﾞｮﾆｰの涙が気になります。

まぁ、とにかく楽しみは後にとっておけってことです。（笑

あぁ。今日仕事じゃなかったらマッコリ飲みながら

エイトのDVD、もしくは昨日のﾌﾟﾚﾐｱﾑ見ながら

まったり過ごすのに。

なんで今日仕事なんだー!!!!!
そうそう、マッコリの美味しい飲み方を検索しまして

やってみたいのはｶﾙﾋﾟｽ割です。

今日、早速ｶﾙﾋﾟｽ買ってこようと思ってます。

絶対美味しいよー。

ぐうたら過ごしたいよー。

予定がﾊﾟﾝﾊﾟﾝで当分ぐうたら過ごせそうにありません。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
しかも疲れているのか今日、異常に眠いし。

しかも、今日、棚卸しが待ってるし。

うわー。仕事行きたくねぇー。

５時間ぐらいかかるんだもん。

５時間も集中してられねー。

しかも店は営業中。

忙しければ呼ばれる。集中力途絶える。

なんか前にCDｼｮｯﾌﾟでﾊﾞｲﾄしてた時の棚卸も大変だったけど



あれは楽しかったなぁ。

誰とﾍﾟｱ組むのかで全然仕事の進み具合が違ってくるの。

あたし、早くて正確だったから大人気だったなぁ。（笑

ちなみにその棚卸は丸１日かかったんだけどね。

だからお店が休みの日にやってた。

もしくは店が閉店してから４日ぐらい残業してやったりとか。

そこでのﾊﾞｲﾄが１番楽しかったなぁ。

なんかｴｲﾄのﾂｱｰの申し込みも終わり、

いよいよだなぁって感じです。

久々のﾄﾞｷﾄﾞｷ感。

しかも久々にあたしの忠倉名義。

責任重大ですな。

ちゃんと役を果たしてね。

忠倉名義ﾁｬﾝ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義
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2010.09.28 Tue さすがにしんどい。

大倉担まひるですけども。

もう水曜日からずっと仕事でｸﾀｸﾀで

ﾌﾞﾛｸﾞ書く余裕もなくて。

仕事は今日行けば明日代休もらえることになってて

予定としては明日の午前中に 行って

午後からBECKの予定なんだけど

今、相当疲れてて起きれるか不安。

でｺﾞﾛﾝﾁｮしてたいもん。

とゆーなまけぐせが出る可能性もあり。

そう、それなのに先週の火曜日も職場から電話かかってきてて

出て欲しいって言われてさすがに断ったけど断らなければ

１１連ﾁｬﾝとかになってた。

鬼だよなぁ。

あ。それで友達からちょんまげぷりんｸﾞｯｽﾞと

大奥の前売りとか届いたんで写真UP

しかもあたしが勝手に頼んだのに

遅くなってごめんねってしゅうまいも一緒に送ってくれて。

ﾏｼﾞ有難す。＞＞ハル（＠すばる）ｻﾝｷｭｰ。

えぇ。そんなわけで疲れてるのでもう少し寝ます。



今日は夕方には帰ってこれるので

また夜にでも。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.09.28 Tue 今夜はｼﾞｬﾆｼﾞｬﾆ。

大倉担まひるですけども。

全く、代休訴え出なければ９連ﾁｬﾝだよ。

でも明日起きれる自信全然ないやー。

さすがに疲れた。

しかも女の子の日もあってだから

余計に疲れたね。

たぶんそれがなければそんなに疲れなかったと思うけど。

日曜日だったかなぁ。

起きたらすっごい体ﾀﾞﾙくて顔色真っ青で

体調悪かったのね。

でも栄養ﾄﾞﾘﾝｸ飲んで頑張って仕事行きました。

よく人に虚弱体質って言われるけど。（笑

そうそう、仕事が忙しくて

まだニノ＆忠義のﾌﾟﾚﾐｱﾑ見てないの。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
なんかすっごい評判いいようで。

今夜見ようかなぁって思ってるんだけど。

特に見たい番組もないんで。

なんか久々にｼﾞｬﾆｼﾞｬﾆする気がする。

どうしても仕事が忙しいとｼﾞｬﾆｼﾞｬﾆ出来ないんだよねぇ。

帰ってきてご飯食べてお風呂入って

寝るみたいな感じになっちゃうから。

なので久々にｼﾞｬﾆｼﾞｬﾆしたいと思います♥

（ﾉ∀｀）ﾑﾊ

あ。そうだ。

すっかり忘れてたんだけど

大奥の試写会とかﾋｯﾄ祈願のWSってやりました???
それって忠義、金髪ですよね???
どんな感じでした???



つーかﾚﾎﾟを漁れって話ですけども。

もう危うくﾀﾓｽﾃSPも忘れそうになってた。

忙しいとﾀﾞﾒね。

なんか職場でLIFEが有線で流れてて

先輩に「これ誰の曲???」って聞かれて

普通に「関ｼﾞｬﾆ∞です。」って答えてしもたー。

ｦﾀｸ習性が身についてるからｼﾞｬﾆの曲なら

大概答えられるもんなぁ。

例え聞いたことない曲でも。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ご飯食べてきます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.09.29 Wed 予定は未定。

大倉担まひるですけども。

昨日、あまりの疲れに２１時には

眠くなり、ﾌﾟﾚﾐｱﾑを見ずにして寝てしまった。

で、やっぱり朝起きれず に行けなかった。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
もう今日はどこにも行かない。（笑

は明日の午前中に行って

映画は金曜日に大奥と続けて見ることにする。

やっぱり出たかぐうたらの虫が。

基本ﾋｯｷｰだから週に１日は家でｺﾞﾛｺﾞﾛしてる日がないと

ﾀﾞﾒなﾀｲﾌﾟなのよ。

昔はそうでもなかったんだけど

今の仕事始めてからﾀﾞﾒだねぇ。

やっぱり年かしら???（笑

まだ２６歳なんだけどなぁ。（笑

来月で２７だけど。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
今の仕事が如何に疲れるかってことよね???
今までのﾊﾞｲﾄ生活に比べて。

精神的にも打たれ弱いし。

やっぱり社員だと細かく注意されるし。

今までﾊﾞｲﾄ生活で注意されたことってほとんどないし。

もうこの仕事５〜６年やってるけど

未だに注意されること多いし。

あ。実はさっき 行ってきたんですよ。（笑

出たくないとか

ｳﾀﾞｳﾀﾞ言ってたけど結局明日の午前中行くより

今日行った方がﾗｸだろうという結論に。

１時間半で行って帰ってこれたし。

いい加減近い に移ろうかと思ってるんだけどねぇ。



で。KARAのﾍﾞｽﾄを買ったらﾎﾟｽﾀｰがついてきた。

KARAは可愛いです♥

全然名前の区別がついてないけど。（笑

あたし、東方神起もｼｭｼﾞｭも名前と顔の区別がつくように

なったの３ヶ月ぐらいかかった人だからね。

ｶﾀｶﾅの名前とか苦手だし。

で、ちなみにKARAで好きなのは髪がｼｮｰﾄの２人です。

なんかｼｮｰﾄをかっこよく魅せれる人ってすごく好きなんです。

だから金八先生の時の上戸彩ﾁｬﾝとか。

もうあれはネ申だと思ってます。

(↑KARAのﾍﾞｽﾄとﾊﾜｲのお土産にもらったｺｺﾅｯﾂの匂いのﾘｯﾌﾟと

ｷﾃｨﾁｬﾝのﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ。

ﾘｯﾌﾟはまだ使ってないけどすっごいいい匂いがします♥

KARAのﾍﾞｽﾄがすごく良くてﾍﾋﾞﾛﾃです。

ｷﾃｨﾁｬﾝのﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝとか全然珍しくもなんともないんですが

記念にUPしました。

で。全然忠義の話してねぇー。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
しかもゆーちゅーぶ見てたら「STAND UP!!」が出てきて

ちょっと見ちゃったよー。

懐かしいー。

あの４人大好きだったなぁ。

ちょいちょい出てくるｱﾆも好きだったし。

いやぁ面白かった。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.09.30 Thu 明日はいよいよ鶴岡様&#9829;

大倉担まひるですけども。

昨日も２１時には寝てました。

そうするとだいたい２４時とか２６時ぐらいに１度

目を覚ますんです。

理由はよくわかりません。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
で、お茶飲んでまた寝るんです。（笑

今日、仕事の帰りにお取り置きの雑誌を

買いに行ったんですね。

で、あたし、いつもTVぴあは関西版を定期購読してて

それなのに関東版のTVぴあがお取り置きしてあったんで

いやぁ〜な予感がしたんですよ。

あたしがお取り置きを頼んだのはTVぴあではなくて

普通のぴあだったんです。

忠義が載ってるやつ。

まぁ、これはｺﾝﾋﾞﾆでﾀﾞﾌﾞり覚悟で買っていたので

事なきを得たのですが。

この間も週刊ｻﾞ·ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝのお取り置きを頼んだのに

月刊ｻﾞ・ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝだったり。

人の話はちゃんと聞けってことですよ。



(↑ｺﾘﾗｯｸﾏのｽｰﾌﾟﾏｸﾞ。

ﾛｰｿﾝでﾊﾟﾝとかﾃﾞｻﾞｰﾄとか買うとｼｰﾙがついてて

それ集めてもろた。

今までの中で１番可愛いですよねぇって店員さんと会話。

ﾘﾗｯｸﾏのｽｰﾌﾟﾏｸﾞもマッコリ飲むのに愛用してるし。（笑

うーん。ﾘﾗｯｸﾏ＆ｺﾘﾗｯｸﾏかわゆす。

えぇ。そんなわけで相変わらずﾌﾟﾚﾐｱﾑを見てません。

それはどうよ???
もう１週間近く経つのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
明日は予定としてはBECKと大奥を観に行く予定だし。

つーか朝起きれるのか???
不安〜。

美しい鶴岡様を見たいんです。

BECKの都合上どうしても２本見るには

大奥を１番最初の回１０時２０分に見ないと

BECKが見れないんです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
はぁ。ﾄﾞｷﾄﾞｷするなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.09.30 Thu ﾌﾟﾚﾐｱﾑ全然見てなーい。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

大倉担まひるですけども。

明日はいよいよ大奥ですね。

朝起きれる自信が全くないまひるたそです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
もう今日ｸﾀｸﾀでしかも先輩が体調悪く

いつもなら残業して帰るのに

定時で帰りましたからね。

さすがにこの忙しいのに２人はキツイです。

ちょっと瀕死でした。

肩こりとか首こりとか酷いし。

最近毎日残業です。

まぁ、働ける時にﾊﾀﾗｹってことですよねぇ。

大概帰ってくるのが２２時ぐらいとか２３時ぐらいとかです。

さすがにそんな毎日を送っているとﾖﾚﾖﾚになってきます。

もう全然ﾌﾟﾚﾐｱﾑを見る元気がありません。

ただﾁｬﾝ、ｺﾞﾒﾝなさい。

見なきゃ見なきゃって思うんですけど

すぐ眠くなってしまうんですよね。

もうすでに眠いですもん。

明日はﾀﾓｽﾃSPですね。

やっと金ﾊﾟ忠義が拝めます。

人様より遅れること２日。

念願の金ﾊﾟ忠義です♥

何かお仕事があるんですかねぇ。

それとも気まぐれ忠義くんですかねぇ。（笑

前から金ﾊﾟにしたいって言ってましたもんね。

大倉忠義の髪形なら何でも なあたしとしては

今回も期待してます♥

そんなあたしも金ﾊﾟにしたいんですけど



金ﾊﾟにしたら即ｸﾋﾞになります。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
だって金ﾊﾟに出来るのも２０代のうちだけですよ。

３０代になるとちょっと痛々しいとゆーか。

似合ってれば全然問題ないんですけど

あたしはたぶん３０代になって金ﾊﾟは無理です

そういえば時々、３０代か４０代ぐらいの髪の薄い男の人が金ﾊﾟとか

茶髪にしてると髪は大切にって言いたくなります。

そんな余計なお世話のまひるたそなのでした。

眠いから寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.10.01 Fri 大奥

映画館に着きました。(^O^)／

もうすぐ始まります。



2010.10.02 Sat 大奥感想。

大倉担まひるですけども。

昨日、大奥を観たんですが

世界に圧倒されてしまって

昨日はﾌﾞﾛｸﾞを書くことも出来ませんでした。

なんか大奥の象徴が鶴岡という意味もわかりましたし、

とにかく暗くてﾄﾞﾛﾄﾞﾛです。

でも作品としてはすごくいい作品です。

あたしはずっと泣きながら観たんですけど

周りに泣いてる人が居なくて焦りました。（笑

とにかく切ないです。

鶴岡も水野も垣添も。

鶴岡と水野の殺陣がすごい息がピッタリあってて

めちゃくちゃｶｯｺｲｲです♥

あそこまで出来るようになるには

相当練習したんだろうなぁと思いました。

また観たくなる作品です。

でも鶴岡のﾌｧﾝとしては気持ちが曇ります。

それだけすごい作品なんです。

とにかく泣けます。

それで圧倒されてしまってBECKを観る元気もなく

大奥観て帰ってきたんですけど。

で、帰りに本屋に寄ったら

ｵﾘｽﾀが売ってて中見たら金髪ただﾁｬﾝでした。

あたし、試写会のWS見れてないんで

それが忠義の金髪見るのが初めてで。

もうそこで気分上々で。

で、ﾀﾓｽﾃSP見て金髪忠義と髪切ったすばﾁｬﾝの帽子なしが

見れてやっばぁい。

と思って２人共新しい髪形が

すごく似合っててかっこよかったです♥



(↑BECKと大奥のﾌﾗｲﾔｰ。

（↑大奥のﾊﾟﾝﾌと入口のとこにあった大奥の千社札とBECKのﾊﾟﾝﾌ。

（↑ちなみに千社札をUPにするとこんな感じ。

機械で出すやつなんでもっそい種類が作れます。

あたしの場合こんな感じ。

追記あり。



大奥のﾈﾀﾊﾞﾚになるので

見たくない人は見ないでくださいね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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なんとなく予想はしてたけど

鶴岡が死んじゃうなんて。

なんかそんなに心の準備も出来てなかったので

動揺がすさまじくて

号泣しました。

それに松島に「触るな、見苦しいぞ。」と言われた時の

鶴岡の気持ち。

今まで寵愛を受けていただけに

水野への嫉妬はﾊﾝﾊﾟなかったと思う。

とにかく見ると気持ちに重たい物がのしかかり

仕事人の源太ﾁｬﾝの最期もこんなだったなぁと思いました。



2010.10.04 Mon 誕生日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄをいただきました。

大倉担まひるですけども。

今日、Mariさん（＠忠義）から誕生日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを

いただきました。

欲しかった時計と中華街のお菓子とﾊﾞｰｽﾃﾞｰｶｰﾄﾞが入ってました。

いつもMariさんには何かと面倒みていただいてるので

すごく感謝の気持ちでいっぱいです。

他にもはるかさん（＠忠義）とかにも

いつもお世話になっています。

いつか何かしらお礼が出来たらいいなぁと思ってます。

なかなかﾍﾞｽﾄなお礼が出来なくて

焦ってます。

なんせ田舎なんでね。

最近異常に眠いです。

疲れてるだけですかねぇ。

なんかここまで書いてすでに眠いってゆーね。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

なんか大奥を引きずってて

ﾃﾝｼｮﾝが上がりません。

あれだけ泣くとねぇ。

なんかみなさん、お芝居と割り切ってるっぽいんですけど



あたしが全然割り切れなくて。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

疲れてるので寝ます。

また明日〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.10.05 Tue かわｶｯｺｲｲ大倉忠義さん。

大倉担まひるですけども。

IE9にしてからﾌﾞﾛｸﾞの記事がすぐ反映されず

困っています。

ﾍﾞｰﾀ版だったからなぁ。

とりあえず今はsafariからｱｯﾌﾟしています。

すっごい眠いです。

眠いんだけど何回も夜目が覚めるんだよね。

だいたい深夜２時頃と朝５時頃。

で、６時過ぎに起きるんだけど。

で、疲れてる時は更に寝る。

最近仕事行くｷﾞﾘｷﾞﾘの時間まで寝てたもんなぁ。

朝ﾌﾞﾛｸﾞ書いてから寝たり。

だから３度寝の出来ない水曜日とかは

前日早く寝ることにしてる。

って言っても最近２１時ぐらいには寝てるんだけどね。

仕事の日でも２３時には。

以前だったら絶対考えられない。

以前はだいたい朝５時ぐらいまで眠れなくて

ﾓﾀﾞﾓﾀﾞしてたから。

今はそれはないなぁ。

追加の薬もほとんど飲んでないし。

そんなわけでその分夜ﾌﾞﾛｸﾞ書くことも

減ったんだけどね。

なんかこの間のﾀﾓｽﾃSP、ただﾁｬﾝのｱｯﾌﾟ多かったよね???
ﾀﾓｽﾃのｶﾒﾗさん、わかってるね???って思ったもん。（笑

あとやっすんがめっちゃかっこよかった。

今の髪形もっそい好き。

なんかこれ見て空（＠章大）はﾓﾀﾞﾓﾀﾞしてるんだろうなぁと



思いました。

最近ちょっとｴｲﾄから離れた生活送ってたんで

久々に気持ちが潤いました。

うーん。やっぱり関ｼﾞｬﾆ∞だぜ。

金髪ただﾁｬﾝも似合ってるし。

なんか前に金に近い茶髪にしてたから

なんとなく予想はついたけど

やっぱり実際見るとそのかっこよさは格段だぜー。

ｵﾘｽﾀにｷｬﾍﾞﾂを持って立ってるただﾁｬﾝの写真が載ってたんだけど

それがもっそい可愛くて。

ｼﾞｬﾆ勉が見れないのが非常に残念だぜー。

なんか食べ物関係になるといつもおあずけくらうよね???
そこが可愛いんだけど。（笑

あたくしSではありません。（笑

あ。今更ですが忠義から大奥ﾒｰﾙ来てましたね。

なんか久々だったので動揺してしまいました。（笑

やっぱり可愛いただﾁｬﾝ♥

好きです♥

私信＞＞たちょさん

大奥の千社札はたぶん映画館の入り口付近にあるのではないかと。

あたしの場合も映画館の入り口近くにﾎﾟﾂﾝと置いてありました。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.10.05 Tue 8UPPERS

大倉担まひるですけども。

今日は疲れがひどくて１日ｺﾞﾛｺﾞﾛしてました。

もう起きて何かするとか無理

そんなわけで今頃ですが栄養ﾄﾞﾘﾝｸを飲んでみました。（笑

さっさと飲めよって話ですよねぇ。

もう１日の終盤が近いとゆーのに飲んでみました。

もうﾎﾝﾄに体がﾀﾞﾙﾀﾞﾙでﾔﾊﾞかったです。

あ。昨日、8UPPERSのｱﾙﾊﾞﾑの抽選のあるお店が

テイチクサイトで発表がありましたね。

早速ﾁｪｷﾗってみたんですが

前回抽選のあったあたしの から１番近いお店がなくなってました。

ちなみにそこでは予約してなくて（笑

次に近いお店で予約したんですよ。

そこは抽選があって。

とりあえず安心です。

でも通常盤１枚しか予約してないんで１回しか

抽選出来ないんですけど。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
まぁ、気分だけでも味わえればって感じですかねぇ。（笑

そんなわけでせっかく火曜日が仕事休みなので

が降りませんように。

ﾄﾞｷﾄﾞｷです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.10.06 Wed 今日ぐらい押し倒させて。

大倉担まひるですけども。

何が悲しくて誕生日の日に朝７時から仕事してるんでしょう。

いろいろ書類の整理に追われていたわけです。

その代わり１５時には仕事終えていいよの言葉につられてしまいました。

そんな２７歳ですが今後共よろしゅう頼みます。

２７歳の抱負ですか???

これからも大倉忠義を好きで愛し続けることです

（↑鼻息荒いけど大丈夫???
ｷﾓｲとか言わないでー。

自分でもよーくわかってるから。

今年こそは大倉忠義を押し倒して···｡（笑

(ﾉ∀｀)ﾃﾍﾍ
きゃー。まひるたそ、野性的〜。（笑

気持ちは玉木宏さんのように。

きゃー。まひるたそ、破廉恥〜。（笑

まぁ、そんなわけで今日２７歳になったわけですが気持ちは１０代のままです。

永遠のﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝです。(笑
(↑ｷﾓｲ。

でもヨコﾁｬﾝと違って見た目はどんどん老いていくってことです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
悲し過ぎゆ。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
もうﾌﾚｯｼｭさがないもんね。(爆笑

もうﾌﾚｯｼｭとゆー言葉自体死語のような。(笑
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

うーん。やっぱり朝眠かったけど明るいうちに

帰ってこれるって幸せ。

まぁ、たまにはこんな日もいいかなぁと。

そんなわけでマッコリでも飲みながらゆっくりしたいと思います。



１０月１５日のAｽﾀがニノさんがｹﾞｽﾄだそうで。

大倉さんもまかり間違って出ないかしら???(笑
某懐かしい人が出るらしいですけど。

ちょっと必見です。

私信＞＞たちょさん

あたしが行った映画館はTOHOでもなければ

いくつもの映画館が一緒になった小さな映画館です。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.10.07 Thu 疲れたんで寝ます。

大倉担まひるですけども。

職場で仕事終わってから２０分ぐらい

AKB話に盛り上がり。

KARA話で盛り上がり。

最近何でも話についていけるんじゃないかと

自負してます。

所詮ｦﾀｸですから。（笑

そうそう、本格的にﾂｲｯﾀｰを始めました。

今まで結構適当だったんですが

某ﾊﾟﾊﾟさんもやってるのでちょっと心惹かれるものがありまして。

なんか今更ﾂｲｯﾀｰの面白さを感じました。

で、１９日のお休みの日に仕事入って欲しいと言われ

断りました。

なぜならエイトのｱﾙﾊﾞﾑのﾌﾗｹﾞ日だからです。

前回、抽選のあった時、夕方まで待たされたので

それに対応できるように仕事はﾊﾟｽです。

まぁ、少しでも多く働きたいとこですが

さすがﾌﾗｹﾞ日は譲れないでしょう。

ﾜｶﾞﾏﾏ大臣です。

短いですけど疲れてるので寝ます。

眠れなかったらまた書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.10.08 Fri ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞなお仕事。

大倉担まひるですけども。

最近寝るのが早いので朝も早く目が覚めます。

仕事が２１時半に終わって２２時に帰ってきたとしても

２３時にはご就寝でございます。

遅くとも２４時には寝ています。

なので朝も５時〜６時には目が覚めます。

VIVA!!お年寄り生活!!(笑

最近思うこと。

の専門学校に行けば良かったなぁって。

そっち系のﾃﾞｻﾞｲﾝの学校に行ってそっち系の仕事につく。

あたしが行ってたのは服飾ﾃﾞｻﾞｲﾝの専門学校だったんだけど

学校は楽しかったけど今、満足いく仕事につけてなくて。

うーん。それにﾜｰﾄﾞやｴｸｾﾙも勉強したかったし、

なんか最近接客業に限界を感じてて 相手の仕事したいなぁって。

独学で勉強しようかなぁ。

あともっとﾎﾑﾍﾟのﾃﾞｻﾞｲﾝとかも勉強したいしなぁ。

やる気になれば独学でもなんとかなるよね???
ﾎﾑﾍﾟのﾃﾞｻﾞｲﾝにはすでに限界を感じてるけど。(笑
でもﾜｰﾄﾞやｴｸｾﾙ勉強しても事務の仕事につきたいわけではなく

どっちかというとﾎﾑﾍﾟﾃﾞｻﾞｲﾝとかの仕事したいんだよねぇ。

これは独学じゃ限界があると思うんだよね。

って思ったのは今、ﾌﾞﾛｸﾞ書いてる右側に

ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ好きなら東京ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ学院っていう広告が出てるからで。(笑
今更学校に通うほどうちは裕福じゃないけど。(笑
ﾊﾟｿｺﾝ教室辺りだなぁ。頑張っても。

しかもﾊﾟｿｺﾝ教室が の近くにない。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
しかもｲﾒｰｼﾞとしてはお年寄りがﾎﾝﾄにﾊﾟｿｺﾝの基礎を習ってる感じ。(笑

ﾀﾞﾒじゃん

あとは通信講座とかね。

ちょっと探してみよー。



つーか眠い。

２度寝したんだけどなぁ。

疲れてるんだろうか。

眠すぎなので中途半端ですが寝ます。

また後で書きますね〜。
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2010.10.10 Sun 明日はいよいよ映画の８UPPERSですね。

大倉担まひるですけども。

映画やらないけどやるつもりでお休み取っちゃったんで

明日はお休み。

最近疲れてるんで体を癒しましょう。

なんか代わりに金曜日出て欲しいようなこと言ってたし。

ｱﾊﾞｳﾄ先生。

この間の金曜日、疲れ過ぎて１８時まで爆睡したからね。

しかもご飯食べてお風呂入って２０時半にはまた寝たから

次の日腰痛くて。

どんだけ寝るんだよって話ですよねぇ。

１ヶ月でﾌﾞﾛｸﾞを３０回以上更新するのが毎月の目標なんですけど

なかなか書けずにいます。

一応明日ちょっと進めて書こうかなぁと思ってます。

明日映画の「8UPPERS」がやりますね。

見れる方と見れない方いらっしゃるかと

思いますが観に行ける方は楽しんできてくださいね。

あたしはｱﾙﾊﾞﾑ発売まで待とうと思います。

あと１０日ぐらいの我慢ですかねぇ。

仕事してればあっという間だよなぁ。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.10.13 Wed 気になる人が居ます。（切実

大倉担まひるですけども。

２日もぐうたら寝ると何もする気おきないね。

そう、最近気になる人がいる。

好きで溜まらない。

なんかそんな彼がちょっとｲｹｲｹなのが悲しい。

そう、それは



しずるの村上さんだ。

(ﾉ∀｀)ﾃﾍ。
ずっとﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁの村上さんなのかしずるの村上さんなのか

わからなくてここ最近しずるとゆーことに気付き···｡

もっそい顔がﾀｲﾌﾟなんですけども。

久々にお笑いに走りそうになった。

いっそのこと出待ちでもしようかと思ったぐらい

好きである。

最近のお笑い市場に全く関心を持ってなかったが

久々のﾋｯﾄである。

でもﾈﾀがｼﾞｬﾙｼﾞｬﾙのﾈﾀなのかしずるのﾈﾀなのか

ﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁのﾈﾀなのかさっぱりだ。

面白いと思ってる学生ﾈﾀがしずるのﾈﾀであってほしい。（切実

ちなみにあたしの疲労ﾀﾞｳﾝは精神的なものと思われる。

ｴｲﾄの映画が見れなかったからだと思う。

そうゆうﾒﾝﾀﾙ面は非常に弱い。

２日もﾀﾞｳﾝする程のものだ。

とゆーかふて寝だ。

まだ引きずってるけども。

今日はﾏｼﾞ疲れなので後はﾂｲｯﾀｰのみで許しておくれ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.10.15 Fri 疲れもﾘｾｯﾄ。

大倉担まひるですけども。

最近疲れててﾌﾞﾛｸﾞあんまり書けなくてｺﾞﾒﾝなさい。

なんか最近異常に疲れてるんだよねー。

ことの始まりはエイトの映画の日から始まった。

完璧ふて寝である。

それから家にいる時はずっとｺﾞﾛｺﾞﾛしてたので

仕事行くとその反動で疲れるってゆー悪循環。

さすがに昨日しんどかったので

栄養ﾄﾞﾘﾝｸのお世話になりました。

これでとりあえず疲れはﾘｾｯﾄされて

今日は快適でございます。

でも栄養ﾄﾞﾘﾝｸ飲み過ぎは肝臓だか腎臓だかに

よくないと聞いたので控えてはいるのですが

これだけ疲れると次の日の仕事に支障をきたすよー。

何もない１日でもﾎﾝﾄに何も出来ないぐらいだから

やっぱり早めに飲んでおけばよかった。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
疲れは早めにﾘｾｯﾄするべきだ。

そういや、日程はまだみたいだけど

エイトがひみつの嵐ちゃんに出るそうだ。

ﾏﾈｷﾝﾌｧｲﾌﾞに出るそうだ。

忠義のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄがもっそい楽しみだ。

いつかこんな日がくるんじゃないかと

思ってたけど思ってたより早くきました。

嵐の番組にエイトﾒﾝ７人が出るなんて···｡

そう、聞いて。

ｼﾞｬﾆﾈで誕生日限定で映像見れるじゃん???
まんまと忘れてましたけども。

何が見れるの??



また来年までお預けくらった。

せっかく楽しみにしてたのになぁ。

どうやらしずるはエンタで授業中のｹﾝｶﾈﾀを観た時から

好きだったようで。

それをしずると認識出来なかっただけで。(笑
(*´д`;)…♥

意外なことに村上さんがあたしより２つ年上だったこと。

嬉しい。

最近年下さんばっかり好きだったから

やっぱり年上っていいね。

まぁ、ﾅｲﾅｲの矢部っちいわく

村上さんは「酒とﾛｯｸと女」ﾀｲﾌﾟらしいですけど。(笑

ｷﾀ━━━(;´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀);´Д｀)━━━━!!!

そりゃｲｹﾒｿだもんなぁ。

モテるだろうなぁ。

村上さんの心配をする前に

大倉忠義さんの心配せいって感じですけども。

あ。そういや、この間、たまたまﾋﾅﾃｨﾌﾞのﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞのCM観ました。

めっちゃワロタ。

まさかﾎﾝﾄにﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞのCMがくるとは···｡

なんとか捕獲せねば。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.10.15 Fri 大倉忠義さんを褒めようの会。

大倉担まひるですけども。

お昼ちょっと前ぐらいに に行って

帰りに本屋に寄ってヲタ誌諸々ご購入。

まだ全然手をつけてないけど。

だって金髪ただﾁｬﾝが見たいんですもん。

ほぼまだ雑誌の方は黒髪で。

金ﾊﾟの忠義が新鮮ですごく好き

きまぐれでいいからしばらく金ﾊﾟで居て

またﾄﾞﾗﾏとか何かお仕事入ると金ﾊﾟじゃ居られないからね。

そういや、４７ﾂｱｰの金ﾊﾟの亮ﾁｬﾝとか貴重だよねー。

その前にも金ﾊﾟにしたことあったけど

男なら黒髪宣言してての金ﾊﾟだったからね。

あの亮ﾁｬﾝも好きだったなぁ。

なんか金ﾊﾟでﾁｬﾗｲ男は嫌いなのね。

金ﾊﾟでもちゃらくない男が好き

なんか筋の通った男の人が好き

うーん。難しいんだけど

亮ﾁｬﾝとかよくｸﾗﾌﾞで遊んでるじゃん???
そうゆうのはちょっとちゃらいかもだけど

でも亮ﾁｬﾝって筋の通った真面目な人じゃん???

だから全然

まぁ、あたしもｸﾗﾌﾞで遊んでたﾀｲﾌﾟだから

人のことは言えないんだけどねー。（笑

ｵﾘｽﾀで大奥の舞台挨拶の記事見たんだけど

なんか忠義がﾅﾁｭﾗﾙな髪形してて外国人の子供みたいなのー

めっちゃ(ﾉ∀｀)ｶﾜｲｲ
着物に金ﾊﾟも意外性があって好きだったんだけどなぁ。

東京ﾄﾞｰﾑまで金ﾊﾟで居て欲しいなぁ。

そういや、丸ﾁｬﾝ、今はﾄﾞﾗﾏとツアー準備。

丸ﾁｬﾝ、大忙し。



忠義も舞台とかやってくれないかなぁ。

ﾁｹｯﾄ取るの大変だけど

忠義のお芝居を生で観たい気分なんだよね。

大奥ですごいの見ちゃったから。

でも絶賛されるのはやっぱりニノなんだよなぁ。

忠義もだいぶ素晴らしいお芝居見せてくれたのになぁ。

ニノのすごいのなんてもうみんな知ってるじゃん???
だからここであえて忠義を褒める。

とかないかなぁ···｡

もっそい私信＞＞フルマリさん

フルマリさんもお誕生日だったんですか???
あの見逃してしまったSHOCKは大きいですよね???
あたしは６日が誕生日なんですけど

７日に思いだして凹みました。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
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2010.10.16 Sat 早くｱﾙﾊﾞﾑが聴きたい。

大倉担まひるですけども。

今日、何気忙しくて

閉店してからもﾓﾀﾞﾓﾀﾞしてた。

しかもそれでも仕事終わらなくて

明日にまわした。

もうお疲れﾁｬﾝだったから帰ることにした。

いやぁ、８UPPERS発売もうすぐですね。

とりあえず明日、明後日と凌げばﾌﾗｹﾞ日ですよ。

映画まだ見てないから楽しみ♥

忠義が赤ちゃんとの撮影が大変だったって言ってたっけ。

でも忠義が赤ちゃんと絡むとこが見たい。

もう周りは見た人ばっかりだから羨ましい。

でもたぶん山梨でやってても映画館１つだと思うから

すごい倍率で見れなかったかも。

なんかそれもｲﾔだなぁ。

映画館で観たかったけど の で観ますわ。

せめてもの救いは が１４ｲﾝﾁじゃなくなったことかなぁ。

あ。なんかﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝが離婚するかもしれなくて。

それは前からずっとそうゆう状態だったんだけど

昨日ﾊﾟﾊﾟﾝが離婚届けにｻｲﾝしてあったの見て

ｼｮｯｸだった。

何がｼｮｯｸってﾏﾏﾝと離れ離れになることかなぁ。

ﾊﾟﾊﾟﾝの面倒をあたしが見てくことになるらしく

家の切りもりも全部あたしがしなくちゃならなくて

そんな自信ないんですけど。

あたし、元々ﾊﾟﾊﾟﾝとはあまり相性がよくなくて。

昔からｹﾝｶばっかりしてきたし、

恨んでることもたくさんあるし。



そんなﾊﾟﾊﾟﾝと毎日顔を突き合わせていくなんて

あたしには無理だし。

ってたぶん弟も思ってるから に寄りつかなくなると思うし。

って暗い話でｺﾞﾒﾝなさい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.10.18 Mon ヲタって楽しい〜。

大倉担まひるですけども。

昨日は眠すぎて撃沈しました。

すみません。

Mariさん（＠忠義）から写ﾒをいただきまして。

CLUB８の。

なんかあたしはまだ映画を観てないので

CLUB８にﾘｱﾘﾃｨｰを感じてなかったんですね。

なので写ﾒをいただいた時は感動しました。

いつもﾊﾟｿｺﾝで観てた場所だぁーと思って。(笑
単純ですみません。

そうそう、職場の先輩（♂）が「小原裕貴、久々だよなぁー。」って。(笑
なぜ知ってる。

普通に会話してもうた。

完璧あたし、ｦﾀﾊﾞﾚしてるじゃんよー。

もういっそのことeighterってことばらしちゃおうかなぁ。

先輩もAKBｦﾀだからきっとｦﾀ心は理解してくれると

思うし。

そうそう、先輩はAKBの中ではあっちゃんが好きなんだけど

Q10が仕事の残業で見れなくて

そんなわけであっちゃんの「ﾘｾｯﾄ押しますか???」の



物まねをしてやったばい。(笑
そしたら日曜日のあたしが行く前にもう１人AKBｦﾀがいるんだけど

その人から散々その物まね見せられたらしく。(笑
爆笑だったわけで。

やっぱりｦﾀｸは楽しいよ。(笑
ヲタはやめられねぇー。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.10.19 Tue いよいよﾌﾗｹﾞ日。

大倉担まひるですけども。

昨日も疲れて撃沈致しました。(ﾁｰﾝ
朝早くから起きてるので夜撃沈率が高いです。

今日はそんなﾊﾞｶみたいに早く起きてないので

ニノのﾄﾞﾗﾏまで起きて居られるかと。

そうそう、やっとメイちゃんの執事のDVD-BOX買いました。

初回特典もついてまして水嶋ヒロくん、榮倉奈々ﾁｬﾝ、佐藤健くんの声で

起こしてくれる目覚まし時計とSﾗﾝｸ執事ﾊﾞｯﾁと学園のﾜｯﾍﾟﾝがついてきました。

ちょっとﾃﾝｼｮﾝ上がりました

また時間ある時にでも観たいと思います。

今日はなんせｱﾙﾊﾞﾑのﾌﾗｹﾞ日ですから

そんな余裕はないと思います。(笑

もう待望の８UPPERSですよ

聴きまくって見まくって。

ｳﾎｳﾎです。

あとくじはくじ運の悪いあたしなので期待はしてませんが。

まぁ、ﾊｽﾞﾚがないだけいいとしますか。(笑
もう待ち切れなくて時計とにらめっこですよ。



１分１秒が長く感じます。

そんなわけでﾌﾞﾛｸﾞもたいして進みません。(笑
気持ちがｱﾙﾊﾞﾑの方に向いていて。

あたしﾀﾞﾒなんですよねぇ。

１つのこと気になりだすと他のことが手につかなくて。

そう、それで部屋にあるﾗｯｸなんですが

もうCDもDVDも置く場所がなくてどうしようかなぁと。

ちょっと片付けたらなんとかなるかしら???
全然なりそうにないんですけども。(笑

つーか今日、びっくりするぐらい寒くて。

部屋の中がこれだけ寒いんなら外はもっと寒いんだろうなぁと。

１枚羽織って出かけたらいいのか迷います。

２時間もﾓﾀﾞﾓﾀﾞしてる間に９時半過ぎましたので

出かける準備したいと思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.10.19 Tue ｱﾙﾊﾞﾑｹﾞﾄりました&#9829;

大倉担まひるですけども。

８UPPERS買ってきたよー。

早速聴いてます

まださっき帰ってきたばっかりだったので

あんまり聴いてないんですけど。(笑
また全部聴いてから感想など書きたいと思います。

なんかでも１曲目からﾃﾝｼｮﾝが上がる

ちなみにくじは１回しか引いてないのでﾎﾟｽﾀｰが１枚だけです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

今までのエイトにない感じなのでﾗｲﾌﾞが楽しみです

さてさて帰りに本屋に寄ったら年賀状の画像集があったので

買ってきました。

気が早いですか???
でももう１０月末ですよ???
今年も年賀状交換はしたいと思ってますので

また改めて募集したいと思います。

その時はメールくださいね〜。(笑

つーか通常盤に入ってた写真???
あれの忠義が抱っこしてる赤ちゃん。



(ﾉ∀｀)♥ｶﾜｲｲ。
めっちゃ泣いてるけど。

つーか忠義、子供好きそうな感じが出ててもっそい萌えるんですけど。

ｱﾙﾊﾞﾑに集中したいので短いけど終わります。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=87875#ref=vote
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.10.19 Tue ｱﾙﾊﾞﾑに浸ってます&#9829;

大倉担まひるですけども。

映画、「８UPPERS」観ました。

すっごい良かった

また泣きましたけども何か???

赤ちゃんがとにかく可愛いの

７人の役回りとかちゃんと出来てて

さすがだなぁって思いました。

まだ見てない人もいると思うので詳しくは書きませんが

みんながみんなそれぞれｽﾃｷに見えるように

描かれてるなぁって。

もうﾎﾝﾄ、みんな好き

あたし、eighterでﾎﾝﾄに良かったなぁって思った。

ｿﾛ曲も改めて聴いたわけだけどどの曲も好きなんだよなぁ。

ﾎﾝﾄ選ぶのが難しい。

映像がつくとまた別だけど

曲だけだとどの曲も選べないぐらい好き。

ﾎﾝﾄに。ﾎﾝﾄに。

またずっと聴いてくと違ってくるのかも

しれないけど。

なんかﾎﾝﾄにﾗｲﾌﾞが楽しみだなぁ。

生で聴きたいもん♥

もしかしてまたｿﾛ曲なしとか???
ｿﾛ曲はやって欲しいなぁ。

あ。エイトが出る「ひみつの嵐ちゃん」、

１０月２８日放送だってね。

楽しみだなぁ。

忘れないようにしなくちゃ。

仕事だから早めに帰ってこなくちゃねぇ。



あと丸ﾁｬﾝが舞台の座長決定だとか。

それはあたしうっかりさんで１度ﾌﾞﾛｸﾞにｱｯﾌﾟしちゃったのね。

舞台のこと。

Y&Jからﾒｰﾙきてたんだけど

他言しないでくださいって書いてあったの

見逃してて指摘されて「あ!!」と思って

消したんだけど。

ﾎﾝﾄすみません。

ご指摘くださった方、ありがとうございました。

で。「って!!!!!!!」が好きなんですけども。

基本、やっすんの作る曲って好きだから

期待してたんだけどやっかしいいね。

やっすんってﾎﾝﾄ、引き出し多いよねぇ。

それだけたくさんの音楽を聴いてるってことだと

思うんだけど尊敬してます

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.10.22 Fri ｿﾛ曲ﾘﾋﾟﾘﾋﾟ。

大倉担まひるですけども。

疲れ過ぎてﾌﾞﾛｸﾞ書く気力が全くなくー。

今日も微妙なんですけど。

伸びをすると足がﾋﾟｯｷｰﾝってつるし。

どんだけ疲れてるんでしょう。

なんか疲れてて とか とか観る気力もなくて

エイトのまだ残りの特典観ていません。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
なんかたぶんもうすぐ女の子の日が近いからだと

思うんですけどとにかく何かするとかそうゆうﾊﾟﾜｰもなくー。

ﾊﾟｿも１日に何度も何度も立ち上げたり、ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝしたりして

それでやっと今、ちょっとやる気になったぐらいで。

そこまでしてﾌﾞﾛｸﾞ書かなくても···｡(笑
なんかもう２日も休んだからちょっと焦ってまして。(笑
あんまり休むとﾎﾝﾄに文章が書けなくなるんですよ。

そう、それでｱﾙﾊﾞﾑのｽﾍﾟｻﾙ盤の方にｴｲﾄﾒﾝの手形があるじゃないですか???
あれのたちょがわかりますか???
と聞かれて···｡

わかりません。(笑
たぶん手形の本人でさえ自分の手形がわからないんじゃないかと

思います。(笑
あれわかる人いるんですかねぇ。

わかりますって方いらっしゃったら挙手してください。(笑
ｺﾒﾝﾄ欄に挙手と書いてｺﾒﾝﾄください。(笑

なんかﾊﾟﾊﾟﾝが最近過呼吸と軽いうつ状態なんですね。

で、今までずっとあたしの病気を家族に理解して

もらえなくてすごく辛い思いをしてきたんですね。



それがﾊﾟﾊﾟﾝが今、あたしと同じ病気になって

あたしの気持ちが初めてわかったと言ってくれました。

病気がどれだけ辛かったか。

あたしなんて時計の秒針の小さなﾁｸﾀｸって音や電話の音にも

過敏になって今でもあたしの部屋にはｱﾅﾛｸﾞの時計は置いてありません。

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示です。

なんかでもこんな形で理解してもらっても

ﾊﾟﾊﾟﾝの辛さがわかるのはあたしだけなんで

早く良くなって欲しいなぁって思うだけですけど。

そうそう、あたし、ｱﾙﾊﾞﾑ、ﾈｯﾄでも予約してたんで

ﾀﾞﾌﾞってるんですね。

ﾀﾞﾌﾞり上等なんですけど。(笑
そう、先にﾈｯﾄで予約してたんで店頭で予約するか迷って

それで通常盤だけ店頭で予約したんですよ。

で、その２週間ぐらい後に店頭で他のも予約したんですけど

もうその時にはくじは出来ないって言われたんですけど

ﾌﾗｹﾞしたくて結局ﾀﾞﾌﾞり覚悟で残りの２枚も予約したんです。

いやぁ、ﾌﾗｹﾞして良かったです。

２０日じゃ、もう疲れて 観る余裕なんて

なかったですもん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.10.25 Mon ｾﾚﾌﾞな男、大倉忠義。

大倉担まひるですけども。

まず、東山さん、佳乃さん、ご結婚おめでとうございます。

明るく楽しい家庭を築いてください。

お幸せに。

で、突然暗くなるんですが

もう女の子の日痛がひどくて

土曜日からなんですけど

薬なしでは生きていけない···｡

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)

そうそう、Ａ賞ﾀﾞﾌﾞったお友達が居て

譲っていただけることになりました。

Ａ賞かＤ賞希望だったのでこれで両方ｹﾞｯﾄです。

くじ、１回しか引いてないのに。(笑
ズだな。

つーかＡ賞ﾀﾞﾌﾞる人なんているんだねぇ。

お友達でＤ賞ﾄﾘﾌﾟﾙの人も居たけど。

それもある意味ネ申だよね。

でもポスターがｶｯｺｲｲんだ♥

貼るとこないからと思ってまだ貼ってないんだけど

これは貼ろう。

今回のｱﾙﾊﾞﾑで結構ｲﾝｽﾄの曲とかも好きで。

これもぜひﾂｱｰでやって欲しいなぁと。

章大じゃないけど「Oriental　Surfer」がすごくお気に入りでして。

あと「ﾓﾉｸﾞﾗﾑ」が特に好きかなぁ。

とにかく今回のｱﾙﾊﾞﾑの出来が良すぎてどの曲も好きなんだよなぁ。

ﾂｱｰが楽しみです♥



映画の方も一部忠義がﾂﾞﾗだったようで。(笑
全然わからなかったけど。

またFILMの方観て忠義のヅラ探しの旅に出たいと思います。

発見したら忠義さん、Kicyuしてくれますか???
(↑ｷｼｮｲ。

つーかｼﾞｮﾆｰの隠れ設定がｹﾞｲってゆーのは···｡(笑
どこにも描かれてないのに。(笑
なんでｹﾞｲってゆー設定なんだろ???
その割に女子に優しいよね???
それはｹﾞｲだからですか???
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ちょっと最初の方の女子によしよししてるｼｰﾝ観て

ｼﾞｪﾗｼｰめらめらですよ。

あたしもｼﾞｮﾆｰによしよしされたいんですけど何か???
ズですか???
ズでもよしよししていただけるなら···｡(笑

つーか忠義さん、松茸買うなんてセレブですか???
やっぱﾘｯﾁﾏﾝなんだなぁ···｡

嫁にいきてぇだ。

ﾘｯﾁﾏﾝで男前で性格も良くてなんて嫁にもらってもらうしか

ないでしょ???
はぁぁん。

ただよっちゃん···｡
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2010.10.26 Tue Σ(ﾟдﾟlll)ｶﾞｰﾝ

大倉担まひるですけども。

昨日の夜、凹む事件が起きて

凹んでおりまする。

それで昨日は帰ってくるなり早々と

寝てしまいました。

まぁ、たいしたことじゃないんで

気にしないでください。

つーか忠義の出るﾚｺﾒﾝって先週だったよね???

すっかり忘れていたぞい

なんか疲れててそれどころじゃなかったけど。

たぶん爆睡してたかと。(笑

あー。ただよっちゃんがぁー

そういや、もうすぐﾂｱｰ始まるんだよね。

なんか全然人ごとと化してるけど。

ｸﾞｯｽﾞ詳細とかも出てたし、

うわー。もう始まるんだなぁ。

なんか自分は１２月参戦予定だから全然先の話に

感じてたけど。

今回空（＠章大）の愛娘きらたんも一緒なんだけど

問題はきらたんが風邪をひかないでいてくれるかどうかで。

今、だいたい１ヶ月に１回の割合でひいてるらしく···｡

しかも喘息持ちらしくてだから風邪ひいちゃうと

たぶん空は行けなくなるかと···｡(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
そんなわけできらたんが風邪ひきませんように。

そう、そろそろ１１月ﾊﾞｰｽﾃﾞｰ組のﾃﾝﾌﾟﾚ作らないとなぁと。

亮ﾁｬﾝの誕生日なんて１１月入ってすぐだもんね。



今日、作れたら作っちゃおう。

何も考えてないけど。(笑

で、エイトメンの出てる番組、全く観てないんですけども。

ヨコのﾁｭｰﾎﾞｰですよぐらい???
しかも今日からありえへんが１９時からなんでしょ???

うち、夕飯が１９時半からでご飯の時の の

ﾁｪﾝﾈﾙ権があたしに全くなくー。

だからたぶん見れない。

だからﾀﾓｽﾃとかも結構見れない時が多い。

ﾊﾟﾊﾟﾝが居ないとﾀﾓｽﾃぐらいなら見せてもらえるけど。(笑

土曜日の「嵐にしやがれ」がもっそい面白かったと聞き、

体調悪くて２１時２０分ぐらいには寝てしまった自分を恨むぜ。
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2010.10.26 Tue music.jp

大倉担まひるですけども。

いやぁ、ゆーちゅーぶでmusic.jpのCM観てた。(笑
だってCM全然見れないんですもん。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

それはたぶんあたしが をあんまり観てないからだと

思われー。

あの作り笑顔最高だなぁ。

なんかすっごいエイトっぽい。

つーかエイトしか出来ないでしょ???
あのCMは。

それに歌も頭ｸﾞﾙｸﾞﾙ回るし。

面白くて２０回ぐらい観てた。

捕獲したいんだけどいつやってるんだろ???
タモステの時ってmusic.jpのCMやってたっけ???
やっぱり金髪青年いや、ここはあえて金髪少年と呼ばせていただきます。○┓ﾍﾟｺﾘ

金髪少年がめっさ可愛いんだもん♥

亮ﾁｬﾝとかすばーとかもめっちゃ面白いし。

たぶんこれ書いたらまた観ると思うよ。(笑
なんか癒されたわー。

早く生金髪少年見たいなぁ。

ツアーが終わるまでぜひ金ﾊﾟを維持してくださいませ。

大倉様。

あ。そろそろ美容院に行こうかなぁと。

だいぶ伸びてきたし、縮毛もかけたいし。

ちょうど誕生日で割引のﾊｶﾞｷ届いてたし。

なんかﾗｲﾌﾞ前にしてはちょっと早いかなぁって

思うんだけどなんかﾍﾝﾃｺな髪形になっても

ちょっと余裕あればなんとかなるかなぁと。(笑



で、そろそろ年賀状の準備をしたいと思います。

で。今年も年賀状交換をしたいと思います。

まひるたそと年賀状交換してもいいよって方が

いらっしゃったらﾘﾝｸに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

ちなみに前回交換した方にはむりくり送りつけます。(笑
なのでもし都合の悪い方（喪中とか）とか居ましたら

その場合もﾒｰﾙいただけるとありがたいです。

もっそい私信＞＞はるさん（＠忠義）

初めまして。ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

はるさんは北海道に参戦されるんですね。

もう４日ぐらいですね。

うちわ、まだ準備されてないんですか???
焦ってください。(笑
まぁ、それは冗談ですけど

楽しんできてくださいね。

また感想などいただけるとありがたいです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.10.27 Wed 金髪少年どこへ行く???

大倉担まひるですけども。

丸ﾁｬﾝの「アカン。惚れてもうた。」に心打たれてます

大倉担まひるですけども。

今朝はな、なんと１０月なのに

初ﾋｰﾀｰをつけてしまいました。ヽ(・∀・ )ﾉ ｷｬｯ ｷｬｯ
だって寒かったんですもん。

昨日は北海道で初雪が観測されたそうで。

関東でも木枯らし１号が吹いたそうで。

確かに風吹いてた···｡

あたし、夕方、外に出てなかったから

それに気がつかなくて夜、ご飯だよって

言われて外に出たらもっそい寒かった。

それなのにTｼｬﾂだったからﾊﾟﾊﾟﾝに怒られたんだけど。(笑
ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ。

万年風邪っぴきのﾊﾟﾊﾟﾝに言われたくないけどね。(笑

あ。明日はいよいよアラシちゃんの日じゃないですか???
忠義大丈夫かなぁ???
売れ残ったりしたらｼｮｯｸだわー。

忠義の男前伝説が崩れたらどうしよう。(笑
別にそうゆう部分で惚れたわけじゃないから

いいんだけどなんか女子にﾎﾞﾛｸｿに言われたらと

思うとこわーい。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
顔だったら誰よりも男前だと思うんだけどなぁ。(笑
（↑自担の欲目。

（↑盲目ｦﾀ。

なんかいつも嵐の時って嵐ﾒﾝが女子にﾎﾞﾛｸｿに言われても

そんなに気にならないけど（←気にしろ



いざｴｲﾄﾒﾝが言われたらやっぱ気になってしまうなぁ。

明日はﾀﾞｯｼｭで帰ってきて の前に正座だわ。

あたし的に楽しみなのはやっすんかなぁ。

ちょっと自分抑えめにくるか自分全開でくるか。

なんか最近はじけたやっすんを見てないから

ここは一気にはじけて欲しい限りである。

うたばんも終わっちゃったからこっちの安田をいじってくれる人が

居なくて寂しいのよ。

あ。そうそう、お友達から今日、A賞が届きました。

ﾏｼﾞありがたす。＞＞ひなこﾁｬﾝ、ありがとうー♥

あ。そういえばなんか昨日のありえへんの時に

music.jpのCMとかﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞのCMやったって聞いたんだけど

ﾏｼﾞですか???
録画はしてあるけどまだ見てないから

気になってるんだけど。

じゃ、早く見ろよって突っ込まれそうですが。

パチアパのDVD（本編は見た）も見てない人が

そんな早々に見れると思いますか???(笑
はい。無理ですね。

まだDASHも見てないですもん。

完全巷から乗り遅れてますけど何か???
うん。頑張ろう。



今年も年賀状交換やります。

まひるたそと年賀状交換やってやってもいいぜとゆー

男前な方はﾘﾝｸに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙくださいませ。

住所、お名前の悪用など一切致しませぬ。

（↑当たり前じゃー。

フルマリさん＞＞もっそい私信

ﾏｼﾞですか???
そんな話が持ち上がってるんですか???
ﾎﾝﾄだったらｼｮｯｸだなぁ。

外人の少年風が好きなのになぁ。

つるの剛士さん風ってｻｲﾄﾞ刈上がってるって感じですかねぇ。

そんなのただﾁｬﾝじゃないやい。

いや、かっこよかったらきっと認めちゃうんだろうけど。（笑

はるさん（＠忠義）＞＞もっそい私信

うちわ、作るの断念したんですか???(笑
結構手間かかりますよねぇ。

あたし、友達に早いって言われるんですけど。(笑
あ。なんかフルマリさんからの情報で

外人の少年風からつるの剛士さん風に変わったって

噂が流れてるそうなんで確認よろしくお願いします。○┓ﾍﾟｺﾘ

あ。あと感想がﾈﾀﾊﾞﾚになっちゃうと困るので

メールでもらってもいいですか???
メールはﾈﾀﾊﾞﾚ全然OKなんで。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.10.29 Fri ★ｺﾒﾚｽ★

ｺﾒﾚｽずっとやってなくてｺﾞﾒﾝなさい。

これからは出来るだけ細目にやりたいと

思います。

ｺﾒﾚｽやります。

追記にｺﾒﾚｽ!!!!
Mariさん（＠忠義）

ふーたんさん（＠忠義）

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

たちょさん（＠忠義）

なつみさん

ゆうさん

Misakiさん（＠忠義）

あみさん（＠章大）

フルマリさん

瑛子

はるさん（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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Mariさん（＠忠義）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

しかもﾒｰﾙ止めてませんでしたっけ???
重ね重ねすみません。

ﾏｯｺﾘって乳酸菌で出来たお酒なので

そのまま飲んでも美味しいんですが

ｶﾙﾋﾟｽとかで割ると飲みやすくて

更に美味しいですよー。

ﾎﾝﾄにいつもいつもお世話になってます。

なかなかお礼が浮かばなくてﾎﾝﾄすみません。

ふーたんさん（＠忠義）

ﾏｯｺﾘ美味しいですよね???
なんか急激に寒くなったので体がびっくりしています。

ふーたんさんも風邪などに気をつけてくださいね。

嵐ちゃん、面白かったですよね???
爆笑しながら見ました。(笑
たちょ、もう少しおしゃれさんだと思ってたのに。(笑
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そうなんですよねぇ。

ﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝ、今のとこ離婚届けは提出してないみたいなんですが

いつ提出されるかと思うと不安です。

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

なんかたちょの金髪可愛いですよね???
あたしは大好きです。

全然ﾁｬﾗくないですよね???
LIFEすごくいい曲ですよね。

eighterじゃない人に褒めてもらえると余計に

嬉しいですしね。

たちょさん（＠忠義）

なんとなーく鶴岡は死んでしまうのかなぁと思ってたけど

あの死に方は切ないです。

すごく気持ちが淀みました。

千社札、お役に立てなくてｺﾞﾒﾝなさいね。

なつみさん

あたしも初日の１回目に観に行ったんですけど

そんなにびっくりする程人は多くなかったです。

なんか鶴岡中心に見てしまうので

あたしは気持ちが淀んで２回目観に行くのが怖いです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
誕生日のお祝いｺﾒﾝﾄありがとうございます。

映画の８UPPERSﾁｹｯﾄ取れましたか???
結構みんな取れてたみたいなんで

たぶんなつみさんも行かれたと勝手に思ってます。(笑
やっすん、自分全開できましたね。

でもこれでも抑えめとか言ってましたよね???
もうずっと爆笑でした。

ゆうさん

初めましてー。



ｺﾒﾚｽ遅くなってすみません。

８UPPERSすごくいいですよね???
毎日聴いてます。

抽選はどうでした???
あたしはﾎﾟｽﾀｰでした。

でもﾎﾟｽﾀｰ希望だったんでそれは良かったです。

Misakiさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾚｽ遅くなってすみません。

誕生日のお祝いｺﾒﾝﾄありがとうございました。

これからもぜひぜひよろしくお願いします。

ｺﾒﾝﾄすごく嬉しかったです。

ありがとうございます。

あみさん（＠章大）

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

こちらこそこれからもぜひぜひ仲良くしてください。

あ。あとあみさんのﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒしたんで

よろしくお願いします。

フルマリさん

なんか誕生日祝いの映像が来年の誕生日まで見れないかと

思うとべっこり凹みますよねぇ。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
あとつるの剛士風になってないことを祈ってます。

ﾍﾟｰﾀｰくんで居て欲しいです。(笑

瑛子

なんかほっとくとｴﾛｻｲﾄからのｺﾒﾝﾄやﾄﾗﾊﾞばっかりに

なるよね???
それであたしもｺﾒﾝﾄ承認制にしたの。

今はeighter卒業しちゃったのかな???



それでもこれからも絡んでいただけると

有難いなぁと思います。

これからもよろしくお願いします。

またﾌﾞﾛｸﾞ遊びに行くね。

はるさん（＠忠義）

ゲイ設定＝母性。

納得です。

メールはﾘﾝｸにﾒｰﾙﾌｫｰﾑが貼ってあるんで

そこから１度ﾒｰﾙください。

そしたらこちらからﾒｱﾄﾞをお知らせ致します。

そうですね〜。

何気に金髪にして１ヶ月ぐらい経ちますよね???
つるの剛士風になってないこと祈ってます。(笑
楽しんできてくださいね〜。

もう明日ですもんね。



2010.10.29 Fri 嵐VS関ｼﾞｬﾆ∞。

大倉担まひるですけども。

昨日、ｷﾞﾘｷﾞﾘで帰ってきて

即効お正座して嵐ちゃんを見ました。

もうめっちゃ面白くて爆笑しまくりでした。

詳しい感想はまだ見てない方も

いらっしゃるかと思うので

追記に書きますね。

あ。下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやりましたので

該当者は見てくださいねー。

遅くなってﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。

今日、給料日じゃん。

と思ったけど特に予定もなくー。

美容院は来週の休みに行こうかなぁと思ってまして。

なんか今日は出かけたくない気分。

しかもいつも行ってる美容院よりうまい美容院に

行こうかなぁと思ってるんだけど

そこの道のりが嫌い。

２回切符きられてるからね。

そんなわけでﾁｷﾝなあたしは出来ればﾊﾞｽで行きたいと

考えてますだ。

そこの美容院はたまに行くんだけど

大概ﾊﾞｽだね。

ﾊﾞｲｸで行って切符切られるのもｲﾔだし、

遠いんだよ。

またﾊﾞｽの時間調べておこうー。

なんか書くこと浮かばないなぁ。



ﾌﾞﾛｸﾞはじゃんじゃん書きたいﾀｲﾌﾟなのに。(笑
ってか昨日の嵐ちゃんについて早く書きたいので

追記から書くことにしよう。

で、追記に長々と書いてみました。

ほとんど忠義のことだけど。(笑
もうだってめっちゃ笑ったもん。

他の人の勝負中も時々笑ってる忠義が映ってて

やっぱり忠義だって思ったもん。

いつもｶﾒﾗに映ってないとこで低い声で

笑ってるじゃん。

そんな大倉忠義さんが好きです♥

WITHの東京散歩が忠義とヒナﾁｬﾝで。

金髪少年忠義は何度見ても可愛い♥

なんかあんまり忠義は表情に出ないって話で

お腹空いた時と眠い時は表情に出るって

言ってて可愛い♥(o� �o)♥♦ と思ったまひるたそでした。

はっ。そういえばまだ空（＠章大）と忠義の

金髪少年ﾄｰｸしてないや。

どんだけ可愛いか語らねば。

P.S.
今年も年賀状交換します。

まひるたそと年賀状交換してやってもいいぜという

男前な方がいらっしゃったら

ﾘﾝｸに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

折り返しこちらからﾒｰﾙ致します。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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昨日の嵐ちゃんのﾏﾈｷﾝﾌｧｲﾌﾞ。

ヒナﾁｬﾝがｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞを持って歩いていたことをﾊﾞﾗす

嵐軍団。(笑
今でも社長に会う時は持ってるらしい。(笑

ｵｯｻﾝか???
で、ﾄｯﾌﾟﾊﾞｯﾀｰは翔くんと忠義。

忠義がいつも鼻で笑ってましたと翔ﾁｬﾏに

ｹﾝｶを売る。

そこだけで意外な展開に爆笑するまひるたそ。
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なのに昨日に限って妙にこじんまりと

冒険もせずにまとめに入る翔さん。

対する忠義はというと大好きなネルシャツ。

どうやら忠義＝ﾈﾙｼｬﾂらしい。

ﾈﾙｼｬﾂは１５枚ぐらい持ってるとﾊﾞﾗす忠義。

ﾈﾙｼｬﾂにﾍﾞｽﾄにｼﾞｰﾝｽﾞ。

負ける要因がないと豪語する忠義さん。

しかし女子にﾍﾟｰﾀｰと言われてしまう大倉さん。

なんか牧場に居そうなんだって。

確かに。

これで長靴でも履いていたら

完璧牧場主だ。

なんかもっと忠義っておしゃれなｲﾒｰｼﾞだったんだけどなぁと

暴言を吐くまひるさん。

もうこれは翔ﾁｬﾏの勝ちでしたね。

結果見なくてもわかったもんなぁ。

ちょっとｼｮｯｸだったわ。

でもめっちゃ面白かったからいいや。

終わった後の忠義さんの落ち込み具合が可愛い。

で、次が亮ﾁｬﾝとニノ。

しかも亮ﾁｬﾝが皮をきてくることを嵐軍団は

わかっていたようで

皮対決にニノを持ってきた。

あたし的には亮ﾁｬﾝの皮のｲﾝﾅｰに着てた蛍光のVﾈｯｸが
あまり好きではなかったけど

亮ﾁｬﾝの勝ち。

あとは順番ぐちゃぐちゃかもしれないけど

やっすんとﾘｰﾀﾞｰ。

やっすんやっぱり自分押しできたね。

それでも今日は抑えめと言ってたが

十分目立ってましたよ。

なんかでもたぶんeighterは見慣れてるから

そんなにびっくりもしないけど

普通は驚くのかな???( ﾟдﾟ)ﾎﾟｶｰﾝ
無個性か個性的かの判断でﾘｰﾀﾞｰの勝ち。

相葉ﾁｬﾝと丸ﾁｬﾝ。

あたし丸ﾁｬﾝのﾊﾟｰｶｰにｼﾞｬｹｯﾄ好きだったけど



靴があんまり好きじゃなかったかなぁ。

でも２人共ﾊﾟﾝﾂが相葉丈だったんだけど

本家相葉丈の相葉ﾁｬﾝに勝つ丸ﾁｬﾝ。

すばると松潤。

ｶｯﾁﾘ決めてきた松潤に対して古着でゆる〜い感じで

まとめたすばる。

女子に古着はウケ悪いよねぇ。

古着でもかっこよく決められるけど

昨日のすばﾁｬﾝはﾃﾞｰﾄにしては緩すぎたかなぁって感想。

で、ﾘｰﾀﾞｰとヒナﾁｬﾝ。

あたしはヒナﾁｬﾝのﾀﾞｳﾝﾍﾞｽﾄ好きだったけどなぁ。

結局脱がされヒナﾁｬﾝの勝利。

で、ｸｲｽﾞｼｮｳ対決。

なんかヨコの雪駄以外は可愛くまとまってたのに

靴が残念だったけど

昨日の翔ﾁｬﾏは無敵でした。

結局翔ﾁｬﾏとヨコが１票差で翔ﾁｬﾏの勝ちで

嵐軍団の勝利でした。

なんかいつもｽﾀｲﾘｽﾄさんが服選んでくれるわけじゃないですか???
だからｴｲﾄﾒﾝの服の好みがわかって面白かったです。

丸ﾁｬﾝが意外とおしゃれでびっくりしました。

嵐が負けて嵐にパチアパの宣伝して欲しかったなぁ。

またﾘﾍﾞﾝｼﾞして欲しいです。

めっちゃ面白かったので。



2010.10.30 Sat 今日からｽﾊﾞﾗｼﾞ聴くぞぉー。

大倉担まひるですけども。

あみさん（＠章大）のおかげでﾊﾟｿｺﾝで

ﾗｼﾞｵが聴けるようになりました。

前のﾈﾄﾗｼﾞみたいに複雑ではないので

簡単に聴けます。

なので今日からｽﾊﾞﾗｼﾞを聴きたいと思います。

問題は起きていられるかぐらいですか???
最近２４時前には寝てるからなぁ。

子供か???
頑張って起きてなくちゃ。

ってか今日、北海道公演だよね???
台風の影響受けずにみなさんが無事に北海道公演に

参戦できますように。

ちなみに山梨では今日の夕方から夜にかけてって

言ってました。

なんか今回すごい 降るらしいじゃないですか???
大丈夫かなぁ???
床下浸水とかにならないかなぁ???
それが怖いんですけど。

無事、台風が通り過ぎますように。

(-∧-；) ﾅﾓﾅﾓ

うわー。４時から起きてるからもっそい眠い。

これ書いたら２度寝しよ。

このまま起きてたら確実にｽﾊﾞﾗｼﾞが聴けないよー。

そんなわけで何も書いてませんが

ﾄﾞﾛﾝ



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.10.31 Sun 寝ちゃった···｡

大倉担まひるですけども。

昨日、ｽﾊﾞﾗｼﾞ２０分前ぐいらいに撃沈してしまいました。

せっかく楽しみにしてたのに···｡

最近早めに睡眠薬を飲んでるので確実に眠れるのは

嬉しいのですが遅くまで起きていられないのが切ないです。

今日こそはﾗｼﾞｵ聴くぞぉー。

でも今日も４時半起きで眠い···｡

何も書いてないけど寝ます。

ﾎﾝﾄ２日続けてすみません。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.11.01 Mon 今日はﾗｼﾞｵ聴いたぞぉー。

大倉担まひるですけども。

今日こそﾗｼﾞｵを聴こうと頑張って起きていようと

思ってるんですが起きていられるか不安です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
とりあえず今からお風呂入ろうかなぁと

思ってるのでそこで時間かせいでなんとかって

感じですかねぇ。

あ。昨日からツアー始まりましたね。

パチアパツアーですね。

なんか自分はまだまだ先なので

全然実感とかわかないんですけどね。

しかも当落もまだ聞いてないとゆーのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
でも追加で募集出てたぐらいだから当たってるでしょ???
と予想。

今日はﾗｼﾞｵを聴けてます。

もっそい眠いけど我慢してます。

しかも今日のヒナﾁｬﾝのﾗｼﾞｵはやっすんと忠義でした。

映画の話をしてました。

映画と言えばあんまり見てなくて

BECKと大奥ぐらいしか最近見てません。

忠義は３Dのｱﾘｽｲﾝﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞを眼鏡もらうの忘れて

見たらなんでぼやけて見えるんだろうって周り見たら

みんな眼鏡かけてて即効眼鏡もらいに行ったという話に

ほっこり。

可愛いなぁ。忠義。



なんか最近ぼんやりしたﾌﾞﾛｸﾞしか書けなくてすみません。

休みの日にはｺﾋﾟっとしたやつ書きますんで。

どうも仕事中はぼんやりしてて。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.11.02 Tue ヅラだったら右手挙手。

大倉担まひるですけども。

美容院に行こうと思っていたが眠すぎて

起きれなかった。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
で、今起きてみた。

もう体中痛くて美容院どころじゃないらしい。

しかも当落聞いたの今だからね。

朝一で聞くつもりで居たのに爆睡。

しかも起きて忘れていて

Mariさん（＠忠義）からのﾒｰﾙで思い出したってゆー

ﾆﾌﾞﾁﾝぶりを発揮中です。

東京ﾄﾞｰﾑが希望通りの１８日の土曜日が３枚取れてました。

今回、親子席じゃないんで出来るだけ

見やすい席だったらいいなぁと思ってます。

なぜ親子席じゃないかとゆーと

空（＠章大）の希望で親子席だとﾉﾘﾉﾘになれないから

らしいです。(笑
でもたぶん空は半分ぐらいの時間はきらたんを

抱っこして見ないとならないので

親子席でも良かったのになぁと。

今日、とにかく疲れててﾔﾊﾞｲです。

しかも明日、朝７時から仕事で。

１５時まででいいよの言葉につられてみました。(笑
でも今日の状態から明日５時半に起きるのが

結構難しいとゆーことに気付き···｡

またフリ家が見れないんだろうなぁと。

今夜、８時半ぐらいには寝ないとなぁ。

いや、ここ３週ぐらいそんな感じだけど。(笑



しかも明日、亮ﾁｬﾝの誕生日だってゆーね。

そこもうっかりしてたよ。

どんだけうっかりさんなんだ???

パチアパｿｰﾄをやったら

１番が「Oriental Surfer」で２番が「きっと幸せがキミを待ってる」で

３番が「Kick」だった。(笑
つーか１番ってｲﾝｽﾄじゃねーか。

それはいいのか???
だって好きなものは好きなんだもん。

あ。そういや、パチアパの通常盤の裏ｼﾞｬｹの

忠義がすっごいヅラっぽいんだけど違うのかなぁ???
しかも顔が死んでる···｡(笑
そんなとこ集中して見てどうする???
って感じなんだけどね。

気になって気になって。

忠義さーん。ヅラだったら右手挙げてください。(笑

挙手

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.11.03 Wed 亮ﾁｬﾝﾊﾋﾟﾊﾞ。

HAPPY BIRTHDAY
RYO NISHIKIDO

26th!!!!

亮ﾁｬﾝ、２６歳おめでとう。

小さい体で頑張ってた亮ﾁｬﾝも大きくなり、

細いのは相変わらずだけど

でもいつも一生懸命で男前な亮ﾁｬﾝ。

毎年言ってるかもしれないけど

忠義と仲良くしてくれてありがとう。

でも博貴のことも忘れちゃｲﾔだからね。

何事も俄然頑張りやさんの亮ﾁｬﾝ。

そんな亮ﾁｬﾝが大好きです。

なんか今でも成人式の時の亮ﾁｬﾝ覚えてるけど

あれからもう５年以上が経つんだなぁって

思うとびっくりします。

それだけ大人になったんだなぁって思うし、

変わらないなぁって思う部分もあるよね。

亮ﾁｬﾝらしさってものはもうずっと変わってないよね。

勝気で負けん気が強くて。

でもだいぶ柔らかくなったなぁって部分もあって。

いつも忠義とｲﾁｬｺﾗされると嫉妬するので

ほどほどに。(笑
あたしの妄想も広がるんで。(笑

亮ﾁｬﾝの元にとびっきりの天使が

舞い降りてきますように。

2010.11.3　大倉忠義担当＊福原まひる
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2010.11.03 Wed とりまえず更新。

大倉担まひるですけども。

眠いよー。

今日、５時半起きで仕事行ってきました。

で、１５時にあがって雑誌買ってきて

ついでに新しいﾍｯﾄﾞﾌｫﾝを買った。

(↑もっそい可愛くね???
前にも同じ色っぽいやつ買ったんだけど

ｺｰﾄﾞ巻き取り式じゃなかったので絡まってｲﾔになって

放置した。(笑

(↑昨日買ったNEWSのCDとNYCのCD。

NYCは買うつもりもなかったんだけど

なんとなーく···｡(笑
しかも初回と通常の両方買ってるし。



ﾃﾍﾍ(ﾉ∀｀)
ﾇｰｽなんて今日やっと開けた。（笑

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ﾌﾗｹﾞの意味ねぇー

つーか右側に口内炎が出来てもっそい不自由してます。

時々そこを噛みます。(T△T)
だから全然良くなりません。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

そうそう、昨日予想通り２０時半には寝てた。

そしたら相方空たむ（＠章大）からﾒｰﾙ来てて

そういや、２週間ぐらいぶりね???と思って

ﾒｰﾙ読んだらきらたんが１０月から全然風邪治ってないってー。

１０月って頭からね。

１ヶ月よ

ﾎﾝﾄに東京ﾄﾞｰﾑ大丈夫かしら???
不安なんですけど。

まぁ、今のとこ喘息が出てないのが救いらしい。

そういや、昔、空も１ヶ月ぐらい風邪ひいてた時あった。

完璧その虚弱体質は空似だわ。

あたしも人のことは言えないが。

あたしの場合、疲れからくるなんちゃらなんですけどね。(笑
なので寝れば治る。

まぁ、数日続くこともありますけども。

なんか空も仕事やら保育園の行事やらで

忙しいようで。

あたしも仕事があるだけ有難いと思いつつ

働いてますけども。

時々暴言も吐きますけども。(笑

また後でｺﾒﾚｽと共に書きますので〜。
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2010.11.04 Thu お願いとｺﾒﾚｽ。

大倉担まひるですけども。

昨日はｺﾒﾚｽ出来なくてｺﾞﾒﾝなさい。

夕飯時のﾏﾏﾝの話が予想以上に長かったので

おねむになってしまいまして。

ﾎﾝﾄすみません。

あ。それでお願いがありまして。

東京ﾄﾞｰﾑが小さい子供も一緒のため

早くｸﾞｯｽﾞに並ぶことが出来ません。

なので１１月中の公演に行かれる方で

ｸﾞｯｽﾞを代行していただける方

いらっしゃったらﾘﾝｸのとこにある

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

ﾎﾟｽﾀｰは送るのが大変だと思われるので

ﾎﾟｽﾀｰは自分で死守します。

なのでﾎﾟｽﾀｰとTシャツ以外を

お願いしたいのですが。

代金は後払い な方

よろしくお願いします。

毎回毎回図々しいお願いばかりですが

切実です。

よろしくお願いします。

追記にｺﾒﾚｽです。

はるさん（＠忠義）

ふーたんさん（＠忠義）

フルマリさん（＠忠義）

あずささん
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教えてくださってありがとうございます。

あと約２カ月維持してくれたらいいなぁと

思ってます。

ふーたんさん（＠忠義）

そうですよねぇ。

ﾗｼﾞｵの時間もう少し早いと

有難いんですけど···｡

もう眠くて眠くて。(笑
今日も強敵のﾚｺﾒﾝがありますね。

たぶん撃沈します。(笑

フルマリさん（＠忠義）

あ。ご丁寧なあいさつありがとうございます。

石川に参戦ですか???
石川にeighterではないのですが

友達がいましてまだ会ったことはないのですが

なので１度石川公演に参戦したいなぁなんて思ってます。

それで例の彼はまだﾍﾟｰﾀｰくんらしいですね。

しかも髪が伸びて更に男前になってるとか。

楽しみですね。

ｶﾞﾝ見してきてください。

あずささん

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ありがとうございます。

１公演しか参戦出来ませんがそれでも

見れるだけ有難いなぁと思ってます。

あずささんは学生さんですか???
何か観に行けない理由とかあるんですか???
すみません。づかづかといろいろ聞いてしまって。

良かったら教えてください。



2010.11.04 Thu ありがたす。

グッズを代行してくださる方が見つかりました。

お騒がせしました。

マジありがたす。

今日はもう寝ます。

ほなおつー。



2010.11.05 Fri 短すぎる日記。

大倉担まひるですけども。

昨日はお騒がせしてすみませんでした。

無事代行してくださる方が見つかりました。＞＞ハル（＠すばる）ｻﾝｸｽ。

空（＠章大）がｸﾞｯｽﾞに並べないことを理由に

あたしと別行動で行こうかと思ってって

言いだしたのでｸﾞｯｽﾞの代行を頼んだことを話しました。

空の分のｸﾞｯｽﾞも代行していただけるとゆーことで

解決です。

同じ山梨に住んでるのに行きも帰りも別なんて寂しいじゃないですか???
まだ空からはﾒｰﾙの返事きてないんですけどね。（笑

勝手に解決にしちゃいました。

眠すぎるのでまた後で〜。

追記にｺﾒﾚｽありです。

トッキさん

misakiさん（＠忠義）

あずささん（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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トッキさん

ご指摘ありがとうございます。

しかし、子供のせいにしてと

言いますがﾎﾝﾄに３歳で落ち着きのない子なので

同じ場所にずっと居ることも難しいですし、

まして東京ﾄﾞｰﾑは後楽園と隣接してるので

そっちに行きたいと泣かれる可能性もあるので

開場時間の一瞬しか東京ﾄﾞｰﾑに近づけないのです。

別にラクしようとか思ってませんよ。

ただﾎﾝﾄにｸﾞｯｽﾞが欲しいので売り切れを子供の

せいにしたくないだけです。
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並ぶとかまず無理です。

あなたにはお子さんはいないのですか???
お子さんの居ない人には到底理解できないことだと思います。

misakiさん（＠忠義）

misamkiさんも同じﾍｯﾄﾞﾌｫﾝ持ってるんですか???
奇遇ですね。

あれ可愛いですよね???
やはりたちょ担なら必ず手にしてしまう色だと

思います。(‾ー‾)ﾆﾔﾘ

あずささん（＠忠義）

たちょ担ですか???
失礼しました。

担当の書いてない方は基本赤で

名前書かせていただいてます。

たちょ担了解しました。(＞Д＜)ｲｴｯｻ!!



2010.11.05 Fri 疲れたぁー。

大倉担まひるですけども。

今日は美容院に行ってきました。

あてくし、ｼｮｰﾄになりました。

ﾊﾞｽで行ったんですけど 出たのが１１時１０分で

予約は１２時に入れてて終わったのが１５時４０分で

ちょろっと買い物して帰ってきたのが１７時だす。

ほぼ半日です。

３時間４０分。疲れた。

ちなみに縮毛矯正とｶｯﾄとﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄです。

もう髪がｻﾗｯｻﾗです。

気持ちいいです。

ってか美容院の入ってるﾋﾞﾙに行ったら４階にあったはずの

美容院がないんです。

で、よくよく見たら５階に移転してた。（笑

昨日、残業があって帰ってきたら２３時だったんで

疲れて寝ちゃったんです。

で、夜中３時ぐらいに目が覚めて

それから１時間置きぐらいに目が覚めてたんで

朝ﾌﾞﾛｸﾞ書いた時はすっごい眠くて。

で、美容院の予約を１０時に電話入れなくちゃならなかったんで

また起きて支度して行ってきました。

あたしにしては珍しく美容院で眠くならなかったです。

とゆーか久々に駅前に行ったんですが

周りが変わり過ぎててびっくりしました。

どんだけﾀｲﾑﾄﾗﾍﾞﾗｰなんだ???



今年も年賀状交換やります。

まひるたそと年賀状交換してもいいよーっていう男前な方

いらっしゃったらﾘﾝｸに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

折り返しﾒｰﾙ致します。

追記にｺﾒﾚｽです。

トッキさん

あみさん（＠章大）

たちょさん（＠忠義）
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JUGEMテーマ：ジャニーズ

トッキさん

もう言いたいこともわかりましたから

言い合いは辞めませんか???
だいたいｹﾝｶ売ってきたのはトッキさんの方

じゃないですか???
ちなみにあたしには子供はいません。

子供の産めない体です。

仕事も忙しく、年に１回ｴｲﾄｺﾝに行くのがやっとです。

たった年に１回です。

だからｸﾞｯｽﾞが欲しいと強く思うことが

トッキさんにご迷惑をおかけしたでしょうか???

あみさん（＠章大）

相ﾘﾝありがとうございます。

あたしも早速ﾘﾝｸ貼っておきます。

これからも仲良くしてくださいね〜♥

ﾗｼﾞｵはどうしても眠くなりますよね???（笑

ﾚｺﾒﾝとか途中で寝ちゃって

気が付いたら次の番組やってたりします。（笑

たちょさん（＠忠義）

千社札の件で何度もｺﾒﾝﾄさせてしまってすみません。

今日、映画館の方に行く用事があったので

千社札作ってきたんですけど

あたしと同じﾃﾞｻﾞｲﾝでよければもらってください。

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.11.07 Sun 食べ過ぎたぁー。

大倉担まひるですけども。

仕事終わってから後輩と回転寿司に行って

今帰ってきたとこ。

もうすっごいお腹いっぱい食べちゃって

帰りすっごいお腹苦しかった。

いや、今も苦しいけど。（笑

あたしは１０皿食べたんだけど

後輩なんて１０皿+茶碗蒸し２ｺだからね。

びっくりしちゃうよ。

ちなみに女子です。（笑

昨日もｽﾊﾞﾗｼﾞ、聞けなかった。（ﾁｰﾝ

もう眠すぎて眠すぎて。

２３時半ぐらいまでは頑張ったんだけどね。

今日はまだ薬飲んでないから全然眠くないので

ﾗｼﾞｵも聞けるかと。

ｦﾀ誌も買ってきたから読みつつ時間潰したいと思います。

今週は誰だろ???

先週、ﾅｲｽただﾁｬﾝ だったからねー。

頑張って起きてた甲斐があります寄って煮。

あーぁ。せっかくすばるのﾗｼﾞｵが始まって聴ける環境も

出来たのに眠気に負けちゃうなんて···

来週こそ頑張って起きていようー♥

そうそう、ずっと買うかもっそい迷ってたやつ買いました



(↑大奥のちりめんのﾃﾃﾞｨﾍﾞｱ。

ちょっと袋から出してないんで写真が見づらいかと

思いますが。

なかなかあたしの熊野郎ｺﾚｸｼｮﾝも豊富になってきやしたぜ。（笑

ただﾁｬﾝには負けると思いますが

よくよく考えたらあたし、ただﾁｬﾝより前にｸﾏのぬいぐるみは

結構持ってて大小あわせたら１２〜３ｺはあるかと。

元々ﾊﾟﾃﾞｨﾝﾄﾝﾍﾞｱが好きだったからね。

絵本とかも持ってるし。

で、

（↑今の時点でのﾒﾛﾒﾛのたっくん。

あたしの好きなﾄﾞｯﾄ柄だったので写真撮りました♥

今年も年賀状交換やります。

まひるたそと年賀状交換やってやってもいいぜーという

男前な方がいらっしゃったらﾘﾝｸに貼ってある

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。



ﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

折り返しﾒｰﾙ致します。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.11.09 Tue 拝めそうにありません。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

大倉担まひるですけども。

昨日は眠すぎて２３時には撃沈しました。

仕事から帰ってきたのが２１時半だけど。（笑

ご飯食べてお風呂入っただけ。

それで部屋に戻ってきたらそのままﾍﾞｯﾄﾞへ直行ですよ。

眠かったなぁ。

そういや、ヨコが来期のﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ火９枠に

出ることになったとか。

刑事ﾄﾞﾗﾏですん。

主人公の松下奈緒さんに恋してる同僚役とか。

今度こそﾎﾝﾄの刑事ですよね???（笑

なんか左目さんみたくもぐりこんでるわけじゃないですよね???（笑

問題は起きていられるかってことです。

すでにフリ家を１回も見てないとゆーね

忠義もﾄﾞﾗﾏ決まったら嬉しいけど

金髪じゃなくなっちゃうのが寂しい。

せめて生金髪ただﾁｬﾝを拝ませてくれい。

（↑ﾜｶﾞﾏﾏ言ってみた。

なんかﾄﾞﾗﾏとか決まりそうな気がして。（笑

半年も忠義に限ってﾄﾞﾗﾏがないとか考えられない。（笑

（↑盲目ですか???

なんかだってあたしが金髪ただﾁｬﾝを見れる気がしないんだもん

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
今のうちよく拝んでおこうー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.11.09 Tue MACの日記。

大倉担まひるですけども。

ちょびりとやる気出してみた。（笑

で、久々にClub∞を覗いて見るとMACの日記があったので

一気に＃５まで読んでみた。

まだｼﾞｮﾆｰは少ししか出てなかったけど。

もう閉鎖してるかと思ったけど案外やるじゃんと

思ってみた。

まだまだ楽しめそうです♥

あ。あと大奥のﾂｲｯﾀｰで裏鶴岡などがあると

書いてあったのですがもうさすがに大奥に行く予定がないので

見れそうにありません。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

眠いので取り急ぎこれだけです。

ｺﾒﾚｽも明日出来たらやりますねー。

おまたせしててすみません。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.11.11 Thu 天然男子が好きです&#9829;

大倉担まひるですけども。

なんか深夜１時ぐらいに１度目が覚めたんだけど

その時から頭痛くて

肩こりのせいだと思うんだけど。

昨日、嵐の 買いました。

あたしは１番「maboroshi」が好きかなぁ。

あ。あと「あの日のﾒﾘｰｸﾘｽﾏｽ」。

なんか自分的にまた嵐に戻ってくるとは思わなかった。（笑

完全に戻ったわけじゃないけど

でもやっぱり相葉ﾁｬﾝは好き♥

にのあいは最高だと思ってる人です。

そういえば知らない間に大野きゅんが黒髪になってた。

これで嵐全員黒髪だね。

ｴｲﾄﾒﾝもﾍﾟｰﾀｰくん以外黒髪???
なんか最近やっすんが髪形変えたってゆーから

もしかしたら黒髪じゃないかもだけど。

つーか自担のｸﾞﾙｰﾌﾟぐらい把握しとけって話ですよ

だって今、ｴｲﾄ関連の番組何１つ見てないもん。(T△T)

（↑自慢毛に言うな

見れるのがありえへんと∞MAPなんだけど

どっちも見てない。

愛がないわけじゃないの。

ありえへんはご飯時やってるからﾁｬﾝﾈﾙ権のないあたしは

見れないだけで。

∞MAPは眠いだけで。（笑

そんなさぞ早朝にやってるみたいに言ってるけど



朝９時半だからね

全然早くないし、仕事のある日だから全然見れるんだけどねぇ。

だって前日も２１時半まで仕事で帰ってきて

ご飯食べてお風呂入ってってやってると

２３時過ぎちゃうから翌日眠いんだもん

かと言ってｽﾊﾞﾗｼﾞを聴けるまで起きていられるわけじゃないの。（笑

なにそれー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.11.14 Sun 何も書いてませんが黙って寝かせてください。

大倉担まひるですけども。

とにかく寒さからなのか肩こりと腰痛がひどくて

お疲れ気味。

そんなわけでﾌﾞﾛｸﾞも最近全然書けてないや。

あたし、絶対体歪んでるよー。

整体に行くべきだと思うんだが

近所にあった整体がなくなってどこに行っていいやら。

下手なとこ行くと余計にひどくなるし···｡

どうしよー

ﾏﾏﾝとﾊﾟﾊﾟﾝがしてもらってた出張の整体は

１ヶ月ぐらい前に予約が必要らしいし。

１ヶ月も待てません

しかもﾈﾀなし。

ここ２日ぐらいMACの日記も読んでないし。

今、読もうとしたら閉まってたし。

やっぱり早朝は無理なのか???
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

何も書いてませんが寝かせてくださいませませ。

今年も年賀状交換やります。

まひるたそと年賀状交換やってやってもいいよーという

男前な方はﾘﾝｸに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙくださいませませ。

ｺﾒﾚｽ遅れててﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさい。



なるべく早めにやります。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.11.15 Mon 金髪は死守してくれ。

大倉担まひるですけども。

まともに書くのは久々かな

なんかずっと疲れが取れなくて

しんどいです

連休欲しいー。

考えたらﾁﾋﾞﾁﾋﾞ休むからまとまった休みらしきものを

取っていない···｡

かと言ってまとまった休みが取れる程甘くないってゆーね

なんてこったい···｡

なんかちょっと間が開いただけで書くことが浮かばないってゆーね

まぁ、ネタなしってゆーのもあるんですけど。

昨日ラジオ前には爆睡してたし。

で、また眠いし。（笑

何も目が覚めたからってﾌﾞﾛｸﾞ書かなくてもいいんだよなぁ。

どうせお昼出勤だからそれまでに書けば間に合うんだし。

せっかちくんだからなぁ。（笑

ちなみに５時起きだす。

そういや、髪色戻してうちわがあったとか。

何言っちゃってるの

ツアーが終わるまでは金髪先生（金八先生とかけたらしい）で

居てくれないと困るんですけど。

でも飽きっぽい忠義のこと。

あたしはどうせ金髪先生は見れないのよ。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ



つーか金髪のどこがいけないのよ

めちゃくちゃ似合ってるじゃないの。

めちゃくちゃﾌﾟﾘﾃｨｰじゃないの。

どうせ何かお仕事決まったら黒髪に戻すんだから

せめて今だけは金髪王子で居させてあげてくだぱい。

あ。そういえばこの間、リアルに「行ってら〜。」って言ってる人を見た。

赤西担か

なんかね、ｺﾝﾋﾞﾆで立ち読みをしてたのよ。

そしたら２０代ぐらいの女子が２人入ってきて

１人が「トイレ行ってくるね。」って言ったら

もう１人が「行ってら〜。」って。

ちょっとこの田舎でｼﾞｬﾆｦﾀに出逢うと動揺するのはあたしだけですか

アハハハハハハッハ。

今年も年賀状交換やります。

まひるたそと年賀状交換してもいいよって方がいらっしゃったら

リンクにあるメールﾌｫｰﾑからメールください。

折り返しお返事致します。

締切が近いので交換希望者はお急ぎくださいませ。

もっそい私信＞＞たちょさん（＠忠義）

千社札の件で何度も問い合わせいただきすみませんでした。

千社札作ってきたんですけど

あたしと同じﾃﾞｻﾞｲﾝでよければ差し上げますので

ご連絡ください。

追記にｺﾒﾚｽ。



ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

ふーたんさん（＠忠義）

うららさん（＠亮）

さきさん（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

もう髪ｻﾗｻﾗでﾗｸﾁﾝよ。

あたし今は黒髪だけど昔、金髪のﾎﾞﾌﾞだったよ。

今も金髪願望が強いんだけど

さすがに仕事首になるかなぁって。（笑

あ。年賀状交換了解です。

ふーたんさん（＠忠義）

ﾃﾃﾞｨﾍﾞｱあまりにも可愛くて買ってしまいました。

どうせたちょも持ってるだろうなぁと思いましたし。（笑

（↑動機が不純。

なんか結構人気らしいです。

他のｸﾞｯｽﾞは何も買ってないけど

これだけ買いました。（笑

うららさん（＠亮）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

いつもﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってありがとうございます♥

うららさんも１２月１８日参戦ですか???
ﾁｹｯﾄが届くまでﾄﾞｷﾄﾞｷですね。

ネ申席だといいんですけど···｡（笑

でも楽しめたらそれでいいかなぁとも思います。

あ。年賀状交換OKです。

リンクに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

折り返しお返事致します。

さきさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

いつもﾌﾞﾛｸﾞ読んでくださってるんですか???
ありがとうございます♥



さきさんもたちょらーですか???
こちらこそ仲良くしてくださると

嬉しいです。

これからもｶﾞｼｶﾞｼ絡んでください。（笑



2010.11.15 Mon 大倉忠義さんはﾂｰﾌﾞﾛｯｸなんですか???

大倉担まひるですけども。

明日は夕方からちょっと仕事出なくちゃならなくて。

なので昼前に１度ﾌﾞﾛｸﾞ更新出来たらいいなぁと思ってます。

なんかそういや、福岡で忠義ﾂｰﾌﾞﾛｯｸ疑惑が浮上してますが。

フルマリさんが言ってたつるの剛士風ですか???

ﾄﾞﾗﾏを気にしてない辺りなんとか１２月まで金髪は死守出来そうですか

とりあえずあたしが次に忠義を観るのが

ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄ歌謡祭なんでｶﾞﾝ見したいと思います。

あ。もしかして仕事だった (ﾟдﾟlll)ｶﾞｰﾝ
ｴｸﾞｴｸﾞ(T△T)

生で見れないよー

楽しみだけど怖くもあるってゆーね。

忠義って髪形でそう冒険とかしないじゃない

だから今回のは冒険かなぁと思うわけで。

金髪も冒険の一種だしね。

そろそろ年賀状の準備をしようと思うわけで。

そのためまひるたそと年賀状交換してもいいよーっていう

男前な方がいらっしゃったらﾘﾝｸに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

折り返しﾒｰﾙ致します。

ﾌﾞﾛｸﾞを読んでくださってる方なら絡みなしでも全然OKですよ。

ﾒｰﾙくださる時に励ましの一言さえいただければ。（笑

（↑ズだな。

もっそい私信＞＞たちょさん（＠忠義）

千社札の問い合わせ何度もすみません。



あたしと同じﾃﾞｻﾞｲﾝでよければ

差し上げますのでご連絡ください。

追記にｺﾒﾚｽ

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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JUGEMテーマ：ジャニーズ

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

年賀状交換よろしくお願いします。

ごんﾁｬﾝ、今回参戦出来ないんですか???

残念ですね

でもまた機会ありますしね。

あたしが金髪たちょに会えるように祈っててくださいね〜。（笑

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.11.19 Fri ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄ歌謡祭必見ですな。

大倉担まひるですけども。

年賀状を８割方終わらせてみた。

ﾃﾞｻﾞｲﾝは２種類。

ヲタ用とnotヲタ用。

そんなわけで年賀状交換まだ受け付けてます寄って煮。

まひるたそと年賀状交換してもいいよーという男前な方は

ぜしぜしﾘﾝｸに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙくださいまし。

えーと３日も放置してすみません

全くﾌﾞﾛｸﾞ書くとかそんな余裕もなくー。

仕事行っちゃあ帰ってきて爆睡の日々を送ってました

とにかく忙しくて１２月頭も休みなくなりそうです。

１８日に東京ﾄﾞｰﾑに行くためだから頑張る

久々にNARUTOを読んだんだけど

やっぱ面白いなぁ。

いちいち泣けるんだよなぁ。

ｴｸﾞｴｸﾞ(ノД`)
そんなわけでまた集め始めようと思う。

毎月、数冊づつ買えば追いつくでしょ???
なんか最近の漫画って長寿だよなぁ。

ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙでさえ長いと思ったのに４２巻で

終わってるんだよね。

続きが楽しみだけど買うのも大変ってゆーね。

保管も大変だし。

なんかどれも中途半端で終わってるんだよね。

最近ｺﾐｯｸなんて買ってないもんなぁ。

ﾜﾝﾋﾟｰｽも２〜３巻が出てる時に

友達にお勧めって言われてから途中まで買ってたのね。

何気にﾌﾞｰﾑになる前に買ってるﾊﾟﾀｰﾝなんだけど



挫折するってゆーね

つーか朝４時ぐらいから年賀状やってたから眠い眠い。

でも全然お昼寝が出来ないの。

眠る時は朝から夕方まで寝るのに。（笑

そう、それで年賀状のｿﾌﾄが去年のやつで

画像集みたいなの買ったんだけど

それが新しいやつに合わせて書いてあって

全然出来なくてｲｼﾞｲｼﾞしてた。

でも根気よくやったら出来たし。（笑

頑張ればなんとかなるもんね???

で。気分はすでに冬でエイトのGIFTｼﾘｰｽﾞを聴いてます

なんか考えたら買って１番聴いてないｼﾝｸﾞﾙだったの

それは悲しいので今ｼｰｽﾞﾝは聴きます

白を５０回ぐらい聴いて後は２０回ぐらいしか聴いてなかったなぁ。

どんだけですのん???

早く東京ﾄﾞｰﾑの 来ないかなぁ。

なんか手元に がないと落ち着かない。

正直席も気になるし。

贅沢も言えないんだけどね。

行けない人もたくさんいるわけだし。

でもｱﾘｰﾅじゃなければなんでもいいです。

ｱﾘｰﾅだと子供には見づらいかなぁと思って。

とか言ってると埋もれ席が来るんだよなぁ。

それできらたんが退屈しちゃったら可哀想だし。

ﾄﾞｷﾄﾞｷだから早く こーい。

追記にｺﾒﾚｽ
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はるさん（＠忠義）

ｻｲﾄﾞを刈り上げたってことはまさにﾂｰﾌﾞﾛですね???
色はたぶんﾌﾟﾘﾝっぽいですね。

金髪はすぐﾌﾟﾘﾝが目立つので手入れが大変なんですよね。

あたしも金髪にしてたことあるんですけどねぇ。

約１ヶ月で東京ﾄﾞｰﾑです♥

金髪忠義が見れることを祈っててくださいね。

ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄが録画じゃないと見れないのが

じれったいですけどね。

仕事なんですよー。

フルマリさん（＠忠義）

石川ってｵｰﾙｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞってことですか???
それはそわそわしますね。

座席は決まってた方がいいですよね???
ﾊﾞﾝﾄﾞにハマってた頃はｵｰﾙｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞばっかりだったので

かえって座席があると落ち着かなかったんですけど

今は座席死守したいです。

なるほど。関ｼﾞｬﾆ通信で言ってたってこととなると

結構前ですよね???
ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄ歌謡祭が楽しみですね。

いつからｸﾞﾚ倉になったんだろう???
とことんｸﾞﾚてきてますよね???（笑

あ。年賀状作り始めたんでﾒｰﾙお待ちしてます。

なつみさん（＠忠義）

映画、当選して良かったですね♥

あれを映画館で観れるのは羨ましいことです。

嵐ちゃんのやっすん、eighterとしては見慣れてるので

あまり不思議に思わない人が多いと思うんですが

あれを見た嵐担の方々はどう思ったんでしょうね。（笑

雛ﾁｬﾝの脇汗爆笑です。

そうですかぁ。

ツアー、参戦出来ないんですねぇ。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
それは残念です。



また次のツアー参戦出来るといいですね。

あ。年賀状作り始めたんでメールくださいまし。



2010.11.20 Sat 私信よろしく。

大倉担まひるですけども。

今日は変則ｼﾌﾄでいつもより２時間早く行って

２時間早く帰ってきました。

今日はあたしのねむねむの日で朝起きるのが大変でした。

１度深夜３時に起きてるからですかねぇ。（笑

東京ﾄﾞｰﾑの の配送日が２９日と

決定し、それまでﾄﾞｷﾄﾞｷです

まぁ、仕事をしていればあっという間なんですけどね。

最近ネタなしですみませんね

eighterらしきことは何一つしていませんので

そういえばあたしの愛しのしずるの村上さん、

最近 で観ていませんけど

何か出てますか???
目撃情報よろしくお願いします。○┓ﾍﾟｺﾘ

自分で調べろって話ですよねぇ。

頑張ります

あたしはいつになったらｽﾊﾞﾗｼﾞが聴けるんでしょうか???
今日も１９時過ぎには睡眠薬を飲んでしまったので

22時ぐらいには眠くなるかと。

ﾎﾝﾄ最近ｦﾀｺﾞﾄ全く何もしてないんですよ。

見てない番組も多いし。

とゆーか何一つ見てないってゆーだいぶ残念な結果。



未だに８UPPERSのﾒｲｷﾝｸﾞとか見てないですもんね。

（↑どんだけ〜???
ﾌﾞﾛｸﾞ書いてる暇があったら見ろよーと

言われそうですけども。

それはそれ。これはこれです。（笑

もっそい私信＞＞

年賀状交換の件でﾒｰﾙくださった方で

まだ返事が来てないよーって方がいましたら

もう１度送っていただけますか???
お手数おかけしますがよろしくお願いします。

追記にｺﾒﾚｽ
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うららさん（＠亮）

東京ﾄﾞｰﾑのﾁｹ配送２９日に決まりましたね。

ﾄﾞｷﾄﾞｷです。

そうですね。

お互い希望通りのﾁｹｯﾄが取れるといいですね。

そう。それで年賀状のﾒｰﾙがまだ届いてないんですよ。

すみません。

最近ﾔﾌｰのｱﾄﾞが調子悪くて

届いたり届かなかったりするので

本ｱﾄﾞで登録し直したのでお手数ですが

もう１度ﾒｰﾙ送ってくださってもいいですか???
ｺﾒﾝﾄの時、ｱﾄﾞﾚｽ書くところがあるじゃないですか???
あそこにｱﾄﾞﾚｽ出していただいても結構ですよ。

あたしにしかわからないので。

まみどり。さん（＠忠義）

もうすぐ１２月ですもんねぇ。

来年はたくさんエイトに会えたらいいなぁと思います。

あ。年賀状OKですよ。

去年交換した方には強制的に送りつけるんで。（笑

あと携帯でも下の方にﾘﾝｸって項目があって

そこの下の方にﾒｰﾙﾌｫｰﾑがあるので次回ご利用ください。

なつみさん（＠忠義）

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑは左側の下の方にﾘﾝｸが貼ってあるのですが

そこの１番下ら辺にﾒｰﾙﾌｫｰﾑがあります。

携帯からだと下の方にﾘﾝｸの項目があるので

そこの下の方にﾒｰﾙﾌｫｰﾑがあるのでそこからﾒｰﾙください。

嵐とかだとﾁｹ取るのも大変だと聞きますが。

NEWSのﾂｱｰ予定決まりませんね。

やまぴーのそろｱｼﾞｱﾂｱｰが決定してるので

５月過ぎまでは何の動きもなさそうですしね。

悲しいですね。



ふーたんさん（＠忠義）

あのﾁｹｯﾄが届いて開けるまでのﾄﾞｷﾄﾞｷ感。

何度経験しても慣れないものですね。

とりあえず東京ﾄﾞｰﾑは２９日配送予定なんで

もうすぐですね。

すごく楽しみにしてます。

待たされた分だけ。（笑



2010.11.22 Mon お手数かけます。

大倉担まひるですけども。

たびたびすみません。

年賀状交換の件でﾒｰﾙ出したのに

まだお返事がきてないとゆー方は

ｺﾒﾝﾄにﾒｱﾄﾞ入れるとこがあるんですけど

そこにﾒｱﾄﾞ出してｺﾒﾝﾄしてくださってもOKです。

あたしにしかﾒｱﾄﾞはわかりませんので。

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑの調子が悪くて

ご迷惑おかけします。

やっと仕事が終わって明日休みです。

行くか爆睡してると

思います。

なんか でも爆睡でも

半日つぶれちゃうわけですごくｲﾔなんですけど。

基本ﾋｯｷｰなんで

何も書いてませんが眠いので寝ます。

また明日〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.11.23 Tue リア恋がしたい。（切実

大倉担まひるですけども。

つーか自分でもびっくりしたけど

ﾚﾝｼﾞｬｰ５週に渡って見ていませんでした

それはちょっと酷過ぎないかと思ったわけで。

忠義とやっすんだけ読んでたみたいで。

なんかあまりのeighterとしての自覚の無さに

怒りを覚えました。

以後気をつけます。

木曜日が仕事休みの時はちゃんと見てたのになぁ。

SHOCK ME。衝撃です。

今日は朝起きてからあくびと涙が止まらなくて

ﾀｵﾙが欠かせませんでした。

眠いわけじゃないんですけど

時々そうゆう時ってないですか???

あ。そだ。

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑ設定直したんですけど

不安なので年賀状の件でお返事がまだきてないよーって方は

ｺﾒﾝﾄ欄のﾒｱﾄﾞ書くところにﾒｱﾄﾞ書いて

ｺﾒﾝﾄください。

お手数かけて申し訳ないです。

なんかそういや、最近の忠義のﾋﾞｼﾞｭｱﾙの良さに

ﾎﾟﾆｮでもいいやとか髪形どんなんでもいいやとか

思ってたけどやっぱり今の忠義が１番好きかなぁ。

いや、でもﾎﾝﾄにどんな忠義でも好きだけど

でも今が１番好き。

今って言ってもﾂｰﾌﾞﾛになってからまだ見てないけどね。（笑



でも常にその時、その時の忠義が最高と思ってるから

アリ地獄だよね。（笑

ってか忠義地獄。（笑

地獄じゃないけど。（笑

忠義天国

なんかあたしが忠義を卒業する時ってくるのかしら

なんか先１０年ぐらいはない気がするんだよなぁ。（笑

そしたら忠義３５歳かぁ。

結婚とかしてるのかしら

なんかあたし、何してるんだろうなぁ。

３７歳だよー。

あたしこそ結婚とかしてるのかなぁ って感じ。

未婚のｱﾗｻｰのeighterさんはどう思いますか

結婚とか不安になりませんか

なんかだって忠義以外の男子に興味がわかないんですもん （ﾁｰﾝ

もうこの時点で終わってると思われー。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

あぁ。恋愛したいなぁ。
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2010.11.23 Tue ﾜﾀｸｼｺﾄですがー。

大倉担まひるですけども。

なんか久々にのんびり過ごしています。

いつもバタバタしてるからね。（笑

先週も休日出勤だったし。

１２月頭も休みなくなりそうだし。

そう、部屋のﾋｰﾀｰの調子が悪く、

すぐ消えちゃうの。

最初は部屋が暖かいからかなぁって思ってたんだけど

どうもそうじゃないっぽい。

うーん。ﾋｰﾀｰ買う程余裕ないしなぁ。

しかも給料日前。

厳しい。

まぁ、家に他にﾋｰﾀｰあるから

そっちと交換する手もあるけど。

でもそっちのﾋｰﾀｰがあんまり部屋暖まらないんだよね。

常に弱めなの。

だから今のﾋｰﾀｰと交換したんだけど。

どーしよー。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

最近庭の木々が紅葉してて綺麗です。

なんかすっかりそんな時期なんだなぁって。

まぁ、最近寒いですもんね。

そういや、昨日、職場の後輩がiPhone使ってるんだけど

ﾃﾞｰﾀが全部消えたって言ってて

ｿﾌﾊﾞに行けばなんとかなりますか???
って聞かれたんだけど

ｿﾌﾊﾞはiPhoneに関してはﾉｰﾀｯﾁなんだよね。



iTunesにﾃﾞｰﾀがあれば復旧出来るよ。

iTunesってなんですか???って。

えぇぇぇぇぇぇぇえ。

それでよくiPhone買う気になったなぁと。

iPhoneなんてﾃﾞｰﾀ消えたり消したりなんて

しょっちゅうだからﾊﾟｿｺﾝにﾃﾞｰﾀ残しておかないと

すごくめんどくさいのになぁと。

仕事の帰り際だったから全然説明もせず

帰ってきちゃったけど大丈夫だったのかしら???
あたしなんてiPhone買った時、古いﾊﾟｿｺﾝでしかもADSLだったから

更新とかするとすぐ動かなくなっちゃって

漫喫に行って更新して

家に帰ってきてﾃﾞｰﾀ戻したりしてた。

今は問題なく使えてるけど。

もう買って２年以上経つからそろそろﾊﾞｯﾃﾘｰ交換が必要。

なんかｱｯﾌﾟﾙでやってもらうと１万円近くかかるんだってね。

で、ちょこっと半額ぐらいでやってくれるとこ見つけました。

東京のお店だから郵送でやってくれるか謎なんだけど。

今度問い合わせてみようと思ってて。

なんか今日は外が曇ってて

まだ１３時過ぎなのに部屋の中が暗いです。

なんか今日、読んでないﾚﾝｼﾞｬｰ全部読んだのね。

なんかもうツアーが始まっていてエイトもeighterも
楽しんでるんだなぁと思ったらﾜｸﾜｸしてきた。

読み応えありましたね。

さすがに５回×５人分だから。

もう溜めません。（笑

まさかこんなに読んでないとは思ってもなかったんだって。

ﾎﾝﾄびっくりですわ。

追記にｺﾒﾚｽ
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まみどり。さん（＠忠義）

もう年賀状作っちゃったんで

後は出すだけです。

ﾏｼﾞですか???
ｱﾒﾄｰｰｸの運動出来ない芸人に出てたんですか???
わー。見たかったなぁ。

ｱﾒﾄｰｰｸはﾉｰﾁｪｯｸでしたわー。

あ。寝坊はしないでくださいね。（笑

なつみさん（＠忠義）

ｺﾞﾒﾝなさい。

ﾔﾌｰのﾒｱﾄﾞがどうもあたしのﾒｰﾙｿﾌﾄと相性悪くて

ﾔﾌｰのﾒｱﾄﾞを設定してたんですけど

それだとどうも受け付けるﾒｰﾙと

受け付けないﾒｰﾙがあるみたいで

なつみさんのﾒｰﾙも届いていません。

お手数ですがｺﾒﾝﾄ欄ご記入いただく時に

ﾒｱﾄﾞの欄があると思うのでそこにﾒｱﾄﾞ入れて

ｺﾒﾝﾄしてもらえますか???
そしたらこちらからすぐﾒｰﾙ致します。

何度も何度もﾎﾝﾄにｺﾞﾒﾝなさいね。

うららさん（＠亮）

ﾎﾝﾄうららさんにもお手数かけさせて

しまってすみませんでした。

無事住所の交換が出来て良かったです。

早速ﾌﾟﾘﾝﾄ致します。

これからもよろしくお願いします。

はるさん（＠忠義）

ですよねぇ。

あたしももう彼氏居ない歴何年になるんでしょう。



３〜４年は居ないと思います。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
しかもその最後の彼氏、あたしもたちょが

大好き過ぎて別れた口です。

ﾎﾝﾄ、たちょが結婚でもしないと自分も

結婚出来ない気がします。



2010.11.23 Tue とびっきりのｲｹﾒｿ。

大倉担まひるですけども。

最近、休憩中にiPadでもだもだしてるのが定番です♥

前はﾌﾞﾛｸﾞ更新とかにも使ってたんだけど

最近は休憩時間の間じゃﾌﾞﾛｸﾞが書けない。

ネタがないから。（笑

なのでいろんなｻｲﾄ見てもだもだしてるんです。

（↑変態???
まぁ、似たようなもんか。（納得

変態だしな。（笑

今日は祝日。

祝日に休んでることが珍しいってゆーね。

大概祝日って月曜日じゃん???
だからだいたい仕事してるんだよねー。

そんなわけでまったり過ごしてみたわけですが

朝からﾏﾏﾝとﾊﾟﾊﾟﾝが長野に林檎狩りに行きまして

帰ってこないのですよ。

勝手にやってくれと言われました。

（↑そんな言い方してないけど。

そんなわけですでにご飯食べて更にまったりしてみました。

たぶん２０時前には爆睡体制に入るかと。（笑

そんなわけでまたフリ家が見れない。

うちのﾏﾏﾝは毎週楽しみにフリ家を見てるようです。

でもニノはあまりﾀｲﾌﾟではなくて

翔ﾁｬﾏがﾀｲﾌﾟのようです。

あたしも一時期は翔ﾁｬﾏの呪縛にやられてたものです。

今はやっかしにのあいかなぁ。

特に相葉ﾁｬﾝに目がない。

ﾔﾊﾞｽです。

やっぱり成長してもﾒﾝｽﾞの好みは変わらないみたいですね。

そうだよなぁ。



未だにアツ兄とか好きだもんなぁ。

まぁ、その中でもとびっきりの男前が

大倉忠義って言うんですけどね。

（↑ここだけの話ですよー。（笑

まぁ、誰もが自担が１番ｶｯｺｲｲと思ってるんでしょうけど。

あたしならもし忠義に暴漢が襲ってきたとしたら

盾になるぐらい好きですけどね。

（↑それも冗談ですけどね。

さすがに自分が１番可愛いです。

忠義さん、ｺﾞﾒﾝなさい。

でもﾎﾝﾄいざとなったらわからないですよ。

盾になってるかもしれないし。（笑

別に忠義に恩を売ろうとか思ってないですよー。（笑

（・∀・）ﾆﾔﾆﾔ

それで嫁の座を勝ち取ろうとか腹黒いことは

一切考えてないです。（笑

（↑腹黒さ満載。

追記にｺﾒﾚｽ

うららさん（＠亮）

なつみさん（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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うららさん（＠亮）

すみません!!!!!
担当間違えるなんて最悪です。

最低です。

ﾎﾝﾄにすみませんでした。

年賀状いつも１１月末までには終わらせてしまうんです。

そうするとｷﾞﾘｷﾞﾘに弟が年賀状作ってくれと

もっそい注文の多い年賀状を作らされます。

なので自分の分は早めにです。

なつみさん（＠忠義）

これ書いたらﾒｰﾙ送りますね〜。
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おまたせしててすみません。



2010.11.26 Fri 丸男、２７歳おめれと。

HAPPY BIRTHDAY
RYUHEI MARUYAMA

27th!!!!

丸ﾁｬﾝ２７歳おめでとう。

丸ﾁｬﾝはすごく大人な人間だと思う。

それはﾚﾝｼﾞｬｰの追伸なんかでわかる。

そして周りを盛り上げる部分もそれゆえだと思う。

いつも丸ﾁｬﾝには笑かしてもらってます。

笑顔をありがとう。

どんなにつらいことがあっても丸ﾁｬﾝから

エイトから笑顔をもらってます。

すごくすごく助けてもらってます。

丸ﾁｬﾝとすばﾁｬﾝの一緒になったｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝが大好きです。

そんな丸ﾁｬﾝは人一倍周りの空気を読む力があって

すごく気い使いしぃだと思う。

そんな丸ﾁｬﾝが大好きです。

丸ﾁｬﾝはいつも１２０％の力で頑張ってると思う。

時には油断しててもいいと思うよ。

２７歳になった丸ﾁｬﾝの元にたくさんの天使が舞い降りてきますように。

2010.11.26　福原まひる

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.11.26 Fri 柔軟剤の次はｼｬﾝﾌﾟｰ＆ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄですか???

大倉担まひるですけども。

昨日帰ってきて嵐ちゃん見てて

ﾌﾞﾛｸﾞ書けなくてすみません

２３時２０分ぐらいには爆睡してました。

なんか睡眠薬をご飯食べる前に飲んでるだけで

以前は全く眠れなかったのが今じゃ爆睡なんだけど

でもせめてﾗｼﾞｵが聴けるぐらいまでは起きていたいんだよなぁ

贅沢かなぁ。

以前はﾎﾝﾄ眠れなくて朝５時ぐらいまでﾆｭｰｽ見てたりしてた。

それに比べたら今は見れない番組たくさんあるけど

ﾏｼなのかもしれない。

ｼﾞｮｰｶｰも途中眠すぎて見れなくなった時期あったけど

結局後半見れてたしね。

その割にフリ家が全く見れてないんですけど。

あたし来期の相葉ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏが楽しみなんですけど。

あとヨコちょのﾄﾞﾗﾏ。

たぶんまたどっちも爆睡だと思うけど。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
残念無念また来週。

そうそう、まだﾍﾞｽﾄﾋｯﾄ歌謡祭見てないの。

だからﾂｰﾌﾞﾛの大倉忠義さんを見てなくて。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
なんかｶｯｺｲｲと評判なので安心しきってますけども。

なんかフルマリさん（＠忠義）がﾗｲﾌﾞで栗みたいだったって

言ってたんだけどそれってもしかしてｿﾌﾄﾓﾋｶﾝですか???
うーん。そういえばﾃﾚｶﾞｲで忠義が金髪になって

髪が傷むのでｼｬﾝﾌﾟｰとﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄが欠かせないって

言ってたんだけど

黒髪に戻す日も近いのか

で、香りも好きなやつ使いたいけど今は機能性重視って言ってた。



その調子で死守してくれ。

さて機能性重視とはどんなやつ使ってるんだろ???
お高いやつ???
あたしなんてｳﾞｨﾀﾞﾙｻｽｰﾝ、ﾓｯｽﾞﾍｱ、ｽｰﾊﾟｰﾏｲﾙﾄﾞのどれかを

交代で使ってるけど。

すごく髪質に合うから使ってるんだけど

お高くはない。

ﾊﾟﾝﾃｰﾝも使ってたけどあれは髪質に合わない。

今日、 なんだよね。

火曜日に行こうと思ってたら祝日じゃないですか???
そんなわけで今日です。

薬がｷﾞﾘｷﾞﾘです。

今日行かないと薬がない状態なんだけど

出来ればそこまでｷﾞﾘｷﾞﾘにしたくないんだよね。

だってその日にもし が降ったら

行けないし。

ｺﾒﾚｽはまた後でやります。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.11.26 Fri ﾃﾞｰﾄ禁止。

大倉担まひるですけども。

ただﾁｬﾝ、そんなにいつも髪形が違うの

さすが飽き性だなぁ。

この調子でいくと東京ﾄﾞｰﾑの頃には坊主かな。（笑

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

誰か突っ込んでー

で、今日、 行ってたから

ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄまだ見てなくて

そんなわけでただﾁｬﾝの賛否両論の髪形を見てなくて。

あたし、今まで忠義の髪形で苦手なのとか

全くなかった人だから今回見るのが怖くて。

まぁ、結論から言うとただﾁｬﾝなら何でもいっかー。

なんだけど。

そう。TVfanを見て

∞MAPのやっすんと忠義のﾛｹなんだけど

もっそいいちゃこらしてるから。

もうそれがいちいち可愛いから。

ぎゅーんって抱きしめたくなる。

もうﾃﾞｰﾄにしか見えない···｡

で、今日、届きたてほやほや〜。



(↑BECKのﾌｫﾄﾌﾞｯｸとｻﾝﾄﾗとﾒｲｷﾝｸﾞのDVD。

（↑今日買ったKARAのｱﾙﾊﾞﾑと滝つのｼﾝｸﾞﾙ。

で、KARAのｱﾙﾊﾞﾑ買おうと物色してたら

おっさんのお客さんで店員さんにKARAのﾐｽﾀｰのPVのついたCDはないか

って必死になってて今更あるわけねぇだろーと

思いつつゆーちゅーぶでも見てろ と思った

悪代官のまひるたそなのでした。

ちなみにあたしが東方神起を好きになった頃は

まだ東方神起の初回盤とか余裕で売ってた。

まだCD売り場の場所も小さくてすっごい探さなきゃないぐらいの

場所に置いてあって。

今はK-POP専用の場所があるけど。

なんかそれも今更感で腹立たしいけど。

ご飯食べてきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.11.28 Sun Σ(ﾟдﾟlll)ｶﾞｰﾝ

大倉担まひるですけども。

ﾉｰｰｰｰｰｰｰﾝ!!!!!
な、なんとﾍﾞｽﾄﾋｯﾄ、録画失敗しまして···｡

まだ新しい髪形の大倉忠義さんを見ていません。 (ﾟдﾟlll)ｶﾞｰﾝ
ｴｸﾞｴｸﾞ(T△T)
最近の１番のｼｮｯｸな出来事でした。

あーぁ。楽しみにしてただけｼｮｯｸも大きいよなぁ。

つーかﾚｺｰﾀﾞｰの録画設定のとこに「ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄ歌謡祭」って

出てるのに録画出来てないってどーゆうことよ

悔しいです!!!!

ｼｮｯｸ過ぎて何も浮かばないので

おやすみなさい。

（↑２度寝ﾘﾀｰﾝｽﾞ

ｺﾒﾚｽ遅れててｺﾞﾒﾝなさい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.11.29 Mon ｱﾀｸｼｺﾞﾄですが···｡Part2.

大倉担まひるですけども。

昨日は職場の後輩がうちにご飯食べにきてて

ﾌﾞﾛｸﾞ更新が出来ませんでした。

でも楽しかったなぁ。

昨日は後輩のﾘｸｴｽﾄで鍋だったんだけど

後輩も喜んでくれてよかったです♥

そう、１２月にﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝが離婚するって話が出てて

あたしとしては落ち着かないわけ。

２人が離婚したらあたしも今の生活は維持できないし、

気の合わないﾊﾟﾊﾟﾝと２人暮らしになるわけで。

そしたらﾊﾟﾊﾟﾝも会社辞めなきゃならないし、

今の家出てかなきゃならないけど

ﾊﾟﾊﾟﾝとｱﾊﾟｰﾄで２人暮らしなんて絶対無理だから

あたしも家出る準備しなくちゃだし。

なんかまたﾏﾏﾝの気まぐれで終わって欲しいけど。

前々からこの話は度々出てくるんだけど

いつも立ち消えになってて。

だから今回も思い直して欲しい。

福原家は無事にお正月を迎えることが出来るんでしょうか???

さてさて。

福原まひるのお願いｼﾘｰｽﾞ。

ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄをDVDにﾀﾞﾋﾞしてくださる方を探しています。

代金お支払い致します。

いいよーって方はﾘﾝｸにﾒｰﾙﾌｫｰﾑが貼ってあるので

そこからﾒｰﾙください。

大倉くんの貴重な姿ゆえ非常に困ってます。

仕事で見れず、録画も失敗し、全く見れていません。



ﾜｶﾞﾏﾏだとは思いますがよろしくお願いします。

(↑上記見つかりました。

お目汚し失礼しました。

ちょっと急ぐのでｺﾒﾚｽは明日やります。

遅れててすみません。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.11.29 Mon チケ配送日。

大倉担まひるですけども。

ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄの件、お騒がせしました。

無事ﾀﾞﾋﾞしてくださる方が見つかりました。

ありがとうございます。

すみません。

ちょっと朝だったのでﾊﾞﾀﾊﾞﾀしてまして。（笑

と言ってももうすぐ仕事に行かなくちゃならないんですけど。

なんかそういや、今日、東京ﾄﾞｰﾑのﾁｹ配送日じゃないですか???
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ちょっと忘れてました。

（↑この健忘症

ﾏﾏﾝに開けてもらうか自分で開けるか。

悩むとこだ。

もうﾄﾞｰﾑまで３週間切ったもんなぁ。

何気にあっという間。

こうして当日がやってくるんだろうなぁと。

じゃ、仕事行ってきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516


↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=87875#ref=vote
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.11.30 Tue 大好きでした&#9829;

大倉担まひるですけども。

昨日はﾌﾞﾛｸﾞ書きかけで左肩が痛くて

左肩を下にして寝てたらそのまま爆睡してしまい、

気が付いたら深夜１時半。

ﾃﾝﾊﾟったぁー。

昼間なのか夜なのかもわからなかったし、

休みなのか仕事なのかもわからなかったし。

人間ﾃﾝﾊﾟると時計さえも信じられないってゆーね。（笑

そう、昨日は元担の田口淳之介くんの２５歳の誕生日でした。

じゅんのはいつも優しくて

ﾌｧﾝｻいつもくれて初めて自担にﾌｧﾝｻもらったのが

じゅんのでした。

だからﾎﾝﾄに嬉しかったし、

大好きだった。

あたしがじゅんののこと好きになったのは

まだじゅんのが１４歳の時で。

可愛かったけど何気に紳士的で。

そんな田口淳之介くんが大好きでした。

今でもじゅんのの姿見るとﾄﾞｷﾄﾞｷするけどね。

じゅんのはあたしが好きだった頃と

ほとんど変わってないよね。

見た目ちょっと大人になったぐらいで。

でもそんなじゅんのより今は大倉忠義くんの方が好きで。

どっちが大切って聞かれると悩むけど

好きなのは忠義。

田口担で学んだことは多かったね。

田口担の時代があって今のあたしがあるわけだし。

たくさんの思い出があってあたしは幸せだなぁと思います。

ﾌｧﾝ想いで優しかったじゅんのが大好きでした。

田口淳之介くん、１日遅れだけど２５歳おめでとう。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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JUGEMテーマ：ジャニーズ



2010.11.30 Tue 東京ﾄﾞｰﾑ。

大倉担まひるですけども。

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑに本ｱﾄﾞを設定したので

今度は大丈夫だと思います。

お気軽にﾒｰﾙくださいまし。

もう少し年賀状交換に余裕があります。

まひるたそと年賀状交換してもいいよーという

男前な方がいらっしゃったら

左下のﾘﾝｸに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

折り返しﾒｰﾙ致します。

そうそう、東京ﾄﾞｰﾑの ですね。

もう後ろの数人しかいないような天井席です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
いや、むしろ誰もいないかも···｡

まぁ、あたしと空（＠章大）はそれでも盛り上がれるので

問題ないんですけどきらたんのｴｲﾄｺﾝﾃﾞﾋﾞｭｰが天井席とは

申し訳ないですね。

退屈しないといいんですけど。

あまりにも名義を使わなかったので天罰でも下ったんでしょうか???（笑

でも行けるだけ全然幸せなんで楽しんできます♥

なんか１年なんてあっという間ですね。

今年何かした???って聞かれると

何もしてないんですよねぇ。

好きな人が出来て恋愛したとかもないですし、

eighterらしきこともたいしてしてないですし。

まぁ、今年は夏にツアーがなかったので

そんな感じなのかもしれませんが。

なんか１年の間に何もないって寂しいですね。



１２月に締めくくりとして東京ﾄﾞｰﾑって感じですかねぇ。

こう見えても今までエイトの東京ﾄﾞｰﾑを避けてきた人間としては

新たな発見でもあるんでしょうかねぇ。

ちなみに京セラは行ったことあります。

なんかヒナﾁｬﾝが初大阪城ホールでﾗｲﾌﾞやった時に

「またこの場所で待ち合わせしましょう。」と言ったのが

ｳｿのように今じゃすっかりﾄﾞｰﾑｸﾗｽですよね???
いや、ｳｿじゃなかったんですけど。

その後大阪城Hでﾗｲﾌﾞあったんですけど

あたし行ってないんですよね。

次、大阪城Hに行く時は博貴も一緒と決めていたので

行きそびれちゃいました。

今日はフリ家が見れそうです♥

１度火曜日に仕事があった時に

途中から見たんですけど全然見てなかったから

話が全然わからなかったんですよー。

頑張ります。

ｺﾒﾚｽがなかなか出来なくてｺﾞﾒﾝなさい。

なるべく早めにやります。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.12.01 Wed 丸男とゲラ男。

大倉担まひるですけども。

あっという間に１２月ですね。

そろそろ年賀状交換締め切ろうと思います。

交換希望の方はお急ぎくださいませませ。

あとメールでの絡み希望の方も

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑが左下のﾘﾝｸに貼ってありますので

そこからメールください。

出来たらメールでの絡み希望の方は

パソのｱﾄﾞﾚｽでくださると助かります。

パソのｱﾄﾞﾚｽをお持ちでない方は携帯でもOKです。

時々パソから携帯にメールが送れない時があるので

その時はiPadから送ります。

そうそう、昨日はフリ家を初めて最初から見ました。

なんか丸ﾁｬﾝが大変なことになってましたね。

なんか真面目にお芝居する丸ﾁｬﾝがいつもの３割増しで

男前に見えるのはあたしだけですか???
たまにはｺﾐｶﾙじゃない丸ﾁｬﾝもいいですね♥

とてもいつもの踊るｷﾞｬｸﾞ仙人には見えません。

なんてたって忠義のツボ人間ですからね。

時々考えます。

丸ﾁｬﾝと１日一緒に居たらどれだけ笑かしてくれるんだろう???って。

ｵﾌﾟｼｮﾝでｹﾞﾗの忠義もついてくると笑いが増します。（笑

で、今日から１２月１日なのですが

金曜日の休みが出勤になったので

来週の火曜日まで休みがありません。

でも金曜日も土曜日も早番なので１７時半ぐらいには



帰ってこれると思います。

あと１２月２４日も休日出勤です。

今月はくそ忙しいので休日出勤が増えます。

忙しい中、１８日に休みをもらうためなら

頑張ります

じゃ、仕事行ってきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.12.01 Wed ★ｺﾒﾚｽ★

お待たせしててすみません

ｺﾒﾚｽやりますねーん。

追記にｺﾒﾚｽ

はるさん（＠忠義）

フルマリさん（＠忠義）

うららさん（＠亮）

さきさん（＠忠義）

杏梨さん

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

はるさん（＠忠義）

あたしも気が付いたらたちょ以外目に入らない状態に

なってました。（笑

なんかさすがに２７歳にもなってそれはﾔﾊﾞｲだろうとは

思うんですけどﾀﾞﾒなんですよねぇ。

ﾎﾝﾄ罪な男です。（笑

はるさんも睡眠薬飲んでるんですか???
普通に寝る前に飲んでます???
あたしそれだと全然眠れなくて

今はご飯食べる前に飲んでるんです。

そうすると２時間ぐらいで眠くなるので

２１時とか２３時には爆睡なんです。

ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄの時のたちょはどうだったんですか???
あまりはるさんのお気に召しませんでしたか???（笑

あぁ。気になるぅ〜。

次、たちょが見れるのは東京ﾄﾞｰﾑになっちゃうのかなぁ???
雑誌でもいいからﾁｮﾛっと写っててくれないかしら???
ヤスくんとたちょくんはﾎﾝﾄｶﾎﾟｰに見えますよね???（笑

ちょっと近くにTVfanがないので詳しくはわからないんですが

確か１２日放送だったと思います。

ｱﾊﾊﾊﾊ。

坊主のたちょ。覚悟しとかないとなぁ。（笑

もうﾎﾝﾄﾍﾞｽﾄﾋｯﾄの録画失敗は痛いですねぇ。

ﾀﾞﾋﾞしてくださる方が見つかったのは

良かったんですけどやっぱりすぐ見たいと思うのは

贅沢ですよねぇ。

ﾂｰﾌﾞﾛ···｡なんか夢にﾂｰﾌﾞﾛのﾂﾞﾗだけ出てきそうですね。（笑

エイトのﾂｱｰに東京ﾄﾞｰﾑが入るようになったのは３年ぐらい前からですかねぇ。

http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


その前は横浜ｱﾘｰﾅとか代々木とかでしたねぇ。

東京ﾄﾞｰﾑは広いですね。

だいたい４５０００人〜５００００人ぐらいの人が入れます。

フルマリさん（＠忠義）

栗ですか???（笑

勝手にｿﾌﾄﾓﾋｶﾝと解釈してしまいましたけども

良かったんでしょうか???（笑

なんかたちょも今の髪形を楽しんでるようで

東京ﾄﾞｰﾑまで維持してくれたらいいなぁと

思ってます。

ただ思いっきり天井席がきてしまったので

たちょの髪形をちゃんと見れるのかが不安です。

たぶん視力の悪いあたしのこと

栗しか見えないと思います。（笑

ちなみに視力はｺﾝﾀｸﾄして0.7です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
あぁ。わかります。

ﾍﾞｯｶﾑ程は髪短くないですよね???
あたしの職場の後輩もﾍﾞｯｶﾑ程、髪短くないんですけど

ｿﾌﾄﾓﾋｶﾝにしててﾎﾞﾖﾖﾝって立たせてるのでなんとなくはわかるんですけど

やっぱり実物が見たいです。（切実

ﾎﾟｽﾀｰのたちょはどうですか???
ﾂｰﾌﾞﾛですか???
まだﾍﾟｰﾀｰくんでしたか???

うららさん（＠亮）

年賀状１５枚ぐらいしか出さないくせに

毎年無理難題を言ってくる弟君です。

やたら数多く写真を入れたがるので

顔がもっそい小さくなるからって言ってるのに

ﾏﾒみたいな写真を毎年入れたがります。

あたしのようにﾋﾞｼｰっと作りやがれ。（笑

そんな年賀状を毎年１２月２８日ごろ作ってくれと言ってきます。

うららさんは一人っ子なんですねぇ。



うちは兄ちゃんと弟がいるんですが

もう２人共結婚して家を出てるんですよ。

だから家では一人っ子気分です。（笑

ｽﾀﾝﾄﾞの３列目ですか???
見やすそうですね。

羨ましいです。

あたしと相方はどこの席でも盛り上がれるんで

いいんですけど子供は見えないと退屈しますよねぇ。

なんか今からｸﾞｽﾞられたらどうしようとﾄﾞｷﾄﾞｷなんですけど。

はい。お互い楽しみましょうね。

さきさん（＠忠義）

ﾒｰﾙありがとうございます。

年賀状送りますねぇ。

楽しみにしててくださいねぇ〜♥

やっぱりたちょはネ申ですか???（笑

あたしも早く、ネ申大倉に逢いたいです♥

なんか今更ながら１回しか見れないのが悔しくて

溜まらないです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
まぁ、仕事も休めないんで仕方ないんですけどね。

また山梨でﾗｲﾌﾞやって欲しいなぁ。

と思うばかりです。

杏梨さん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうなんですか???
かなり愛読してるとか嬉しい言葉ですね。

ありがたすです。（○┓ﾍﾟｺﾘ

フリ家の丸ﾁｬﾝ、めっちゃｶｯｺｲｲですよね???
いつもの丸ﾁｬﾝも好きだけど

あーゆう２枚目の丸ﾁｬﾝもｽﾃｷですよねぇ♥

なんか亮ﾁｬﾝがｵｰﾃﾞｨｼｮﾝの時にすごくｶｯｺｲｲ人がいるって

思ったのが丸ﾁｬﾝだったって話に共感してしまいます。

ﾊﾟﾁｱﾊﾟの時の戦ってる丸ﾁｬﾝもかっこよかったですよね???



あ。ﾌﾞﾛｸﾞ、遊びに行かせていただきますね。



2010.12.01 Wed たっちょん呼び。

大倉担まひるですけども。

なんか今思うと部屋に自分の自由に使える があるのは

嬉しいことです。

ﾌﾞﾛｸﾞを始めた頃は自分の が壊れてて

家の会社の を夜遅くなってから

使ってたものです。

昼間は会社で使ってるから会社が休みの日しか

使えなかったし、

とにかく不便の中でﾌﾞﾛｸﾞ書いてました。

で、自分の を直して使い始めた時は

嬉しかったなぁ。

２台目の だったんだけどもう買ってから

５年ぐらい経っててもっそい動作が遅かったけどね。（笑

（↑２台目ﾊﾟｿです。

で、今の が去年買った３台目。

ずっと富士通の 使ってるんだけど

やっぱり使いやすい。

会社の がNECなんだけど

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞが打ちづらい。

そんなわけであたしの生活の中で欠かせない物となっているのが

ﾏｲﾊﾟｿなのである。

なんかすっごい大切に使ってる。

壊れたら修理するお金なんてないし。



前回の修理の時、５万円かかってるもんなぁ。

そんなお金はないですよ。

なので細目にﾃﾞﾌﾗｸﾞとかもしてるし、

大切に使ってます。

（↑ﾏｲﾊﾟｿです♥

しかも名前が「mahiru-PC」ってなってます。（笑

本名じゃねーし。（笑

なんか本名とか恥ずかしくて。

別に名前が恥ずかしいとかじゃなくて本名をつけるのが恥ずかしい。

だからあたし、ｹﾞｰﾑとかやる時も

絶対好きな人の名前とかつけてる。

今だったらﾓﾝﾊﾝに「TAKKUN」って名前つけてる。（笑

まぁ、あたし、周りの友達にも本名で呼ばれてないし。

あだ名で呼ばれててそれが定着してるので

職場で名字で呼ばれるぐらい???
子供の頃からずっとあだ名呼びだったなぁ。

１人だけ本名呼び捨ての子が居たけど

今は連絡取ってないし。

今考えたらなんで呼び捨てだったんだろう···｡（笑

あ。でももし忠義に呼ばれるとしたら

やっぱりあだ名の呼び捨てなんだよなぁ。（笑

本名とか照れくさくて。

呼ばれなれてないから。

忠義はやっぱり忠義って呼びたい。（笑

（↑図々しいなお主

実物には「たっちょん」としか呼べないﾁｷﾝなあたしなんで。



しかも年々声が小さくなってる。（笑

もう無理ー!!!!
本人前にして「忠義ー!!!!」なんて叫べない。

最近のその原因は「ﾄﾞｽｺｲ」だから。（爆笑

もうﾎﾝﾄ２年ぐらい前に会った友達から見たらどうしちゃったの???
ってぐらい太りました。（ｽﾏｿ

元々ｵﾃﾞﾌﾞだったんだけど

最近輪をかけてｵﾃﾞﾌﾞに。（笑

ちょっと頑張って痩せて来年ぐらいには「たっちょん」呼び

ﾌｯｶﾂﾀﾞｰ!!(ﾟ∀ﾟ　)三　三(　ﾟ∀ﾟ)ﾌｯｶﾂﾀﾞｰ!!したいでえす。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.12.03 Fri しんどいのでおます。

大倉担まひるですけども。

昨日は疲れて爆睡でした。

何気木曜日なのに忙しくて

びっくりしました。

今日は休日出勤で１５時までだったので

まぁ、ﾎﾞﾁﾎﾞﾁですかねぇ。

まぁ、朝は眠かったんですけど。

職場に着いちゃえばｼｬｷですよ。

で、すっごい買うか迷って結局買いました。

(↑ﾏｲｹﾙ・ｼﾞｬｸｿﾝのVISIONです。

また時間のある時に観たいと思います。

最近忙しくてなかなか 観る時間がないんですよね。

観たい映画とかもたくさんあるのに。

エイトの も観たいのになぁ。

なんか普段eighterらしいこと全然してないんで

たまには 観てはっちゃけたいです。

まだﾊﾟﾁｱﾊﾟのﾒｲｷﾝｸﾞとかも見てないんですよねぇ。

どんだけ〜。



普段、仕事から帰ってくるとご飯食べてお風呂入って

１時間ぐらい 見て

すぐ爆睡ですもん。

早番の時はちょっと余裕あるんですけど

でも帰ってきてﾌﾞﾛｸﾞ書いてるとすぐ夕飯になって

お風呂入って１時間ぐらい 見て爆睡。

休みの日も最近休日出勤が多いから 行ったり１日寝てたり。

しんどいのでおます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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JUGEMテーマ：ジャニーズ



2010.12.03 Fri 音楽の趣味。

大倉担まひるですけども。

いつもならこの時間すでにおねむﾀｲﾑです。

でも今日はちょっと起きていられそうなので

ﾌﾞﾛｸﾞ書いてます。

そうそう、三代目J Soul Brothersの新曲がお気に入りです♥

ﾀﾓｽﾃ見てて「あ。いいな。」と思って早速ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。

で、今、ﾘﾋﾟﾘﾋﾟしています。

で、曲聴きながら起きて居たくて

ﾌﾞﾛｸﾞを書いているのですが。（笑

そうゆう時ってありますよね???

なんかあたしは忠義と音楽の趣味がほとんど

違うんですよね。（苦笑

忠義って割と若者的嗜好が強いじゃないですか???
あたしも確かにK-POPとか流行りのもの好きですけど

でもこれはK-POPが流行る前からあたしは好きだったんで

そこはｱﾋﾟｰﾙしたいです。（笑

あとはどっちかと言うと亮ﾁｬﾝと趣味が近いんですよ。

斉藤和義さんとかﾐｽﾁﾙとかACID MANとか。

あとビートルズだったり。

忠義ってJUJUさんとか西野カナさんとか好きじゃないですか???
あたしその辺が全くﾀﾞﾒで。

だからいくら大好きな忠義でもそこは譲れないんです。（笑

あ。さっき大倉忠義で画像検索してたら

たぶんあたしがｱｯﾌﾟしたであろうﾋﾁｮﾙの写真の下に

大倉忠義のﾌﾟﾛﾌｨｰﾙが書いてありました。 (ﾟдﾟlll)ｶﾞｰﾝ
どんな勘違いだよ。



すみません。

たぶん忠義の文章書いててヒチョルの画像ｱｯﾌﾟしたりするのは

あたしぐらいかと。

ご迷惑おかけします。

もう紛らわしいことは致しません。

で、思ったんですけど人間音楽の趣味って変わるんですねぇ。

あたし、昔、V系とか全くﾀﾞﾒだったんですね。

CDｼｮｯﾌﾟで働いてる時ももう全く苦手で。

それが最近あれほど苦手だったLUNA SEAをこよなく愛してるんです。（爆笑

ｲﾔよｲﾔよも好きのうちってﾎﾝﾄですねぇ。（笑

そのうちJUJUさんとか西野カナさんの良さもわかる日が

くるんでしょうか???（笑

そしたら無敵ですね。

近所で夜間工事をしてて家が揺れます。

それでなくてもうちは道路沿いにあるので

ﾄﾗｯｸとか通ると揺れるんですけど。

明日も早いので寝ます。

ｺﾒﾚｽ遅れててすみません。

なるべく早めにやります。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.12.06 Mon 脱金髪。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

大倉担まひるですけども。

２日程ｻﾎﾞってすみません

今日も朝書くのは辞めようと思ってたのですが

夢で学校の授業でﾌﾞﾛｸﾞ書く夢見たんで

これは書けとゆーお告げだなと思って

書くことにしました。

（↑単純。

まぁ、別にｻﾎﾞってたわけでもないんですけど。

一昨日はFNS見てて書けなくて

昨日はお腹壊してて書けなかっただけです

ﾄｲﾚとお友達だったんでね。（笑

もう仕事終わった直後からお腹痛くて。

で、家帰ってきたらｺﾞﾛｺﾞﾛﾋﾟｰですよ。

家着いてからで良かったなぁと思って。

ﾅｲｽ、俺。

で、ｺﾒﾝﾄもらってから

友達のﾌﾞﾛｸﾞ見たら忠義、黒髪って書いてあって

なんかまた髪についての噂がいろいろあって

まひるたそ、もうわからん。

とりあえず金髪じゃなくなったことは確かだ。

あ〜ぁ。あとちょっと我慢して欲しかったなぁ。

あと１ヶ月我慢してくれたらツアー終わってたのに。

「たっくん、我慢出来なかったんだもん」とか言われそうだけど。

そんなとこでｶﾜｲｺぶってもﾀﾞﾒだぞう。

もう気まぐれ忠義にしてやられた

茶髪なのかｱｯｼｭｸﾞﾚｰなのか黒髪なのか

東京ﾄﾞｰﾑで吟味してきます。（ｼｭﾀｯ

まぁ、ﾄﾞｰﾑまでには絶対に髪の色が違う自信あったもんなぁ。

あたしが金髪ただﾁｬﾝに会えないことは80％の確率で

予感してた。



だって忠義だもん。

あたしには金髪ただﾁｬﾝを見るﾁｬﾝｽがない気がしてたもん。

その通りになったから忠義は期待を裏切らねぇなと思った。

そんなあたしの期待を裏切って欲しかった。

眠いので寝ます。

もっそい私信＞＞るかさん

場所は名古屋ですか???
大阪もあるんでたぶん大丈夫だと思うんですけど

もしかしたら売り切れになってるｸﾞｯｽﾞもあるかも

しれませんね。

あたしも会場にすぐ行けないので

お友達に代行頼みました。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.12.06 Mon 淡い期待。

大倉担まひるですけども。

左肩が痛くてしんどい。

明日は部屋の掃除をしたいと思います。

最近全然出来てなかったので

荒れ放題ですけども。

あとヲタ誌も買いに行ったり何気に

やることいっぱいなんですけど。

掃除と洗濯もしなくちゃー。

ヲタ誌でも読んでキュン死しますか???

もう何気金髪忠義が見れないことで

駄々凹み。

一通りお披露目してから茶髪に戻してくれよー。

まぁ、見れないことも予測してたんで

まぁ、いいや。

ﾎﾟｽﾀｰ、ﾃﾞｶﾃﾞｶと貼ってやる。

なんかそういや亮ﾁｬﾝの４７魂のｷﾝﾊﾟも一瞬だったよね???
それもｸﾞｯｽﾞで残ってるけど。

気まぐれただﾁｬﾝのおﾊﾞｶｰ。

なんかやる気が半分に失せた。

まぁ、ﾄﾞｰﾑ始まっちゃえば何でもいいんですけど。

ｲｼﾞｲｼﾞ。ｳｼﾞｳｼﾞ。

なんかﾎﾝﾄに忠義の金髪の時の公演に

行けなかったことを後悔してます。

初めてエイトのために転職しようかと思ったし。

もっと給料良くて休みが自由になって

そんなお仕事につきたいと思いました。

とりあえずヲタ誌の忠義の髪形に期待。

先月の頭ぐらいに撮ってるはずだから

もしかしたら金髪ﾂｰﾌﾞﾛが見れるかも。

淡い期待です。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.12.07 Tue 素朴な疑問ｼﾘｰｽﾞ。（尻だけに。

大倉担まひるですけども。

淡い期待も裏切られたぁー。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
ヲタ誌、ﾂｰﾌﾞﾛじゃなかったぁー。

まぁ、仕方ないよね???
あとはお友達からﾍﾞｽﾄﾋｯﾄが届くのを待つのみね。

まだﾍﾞｽﾄﾋｯﾄが映像として残るからいいかぁ。

あとはﾄﾞｰﾑで茶髪を金髪に想像して見るとか。（笑

（↑ちょっと変態の域に。

たちょんのﾊﾞｶｰﾝ。

もう「金髪似合ってたのに」うちわでも

持ちますか???（笑

それでﾏﾏﾝからﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ。

（↑ﾒﾘｰｸﾘｽﾏｽ って言って渡されたんですけど

殊の外嬉しかったり。

なんかこうゆう些細なことが嬉しい。

だからお友達の気遣いとかがすごく嬉しくて。

あたしはﾎﾝﾄお友達に恵まれてるんだなぁって思います。

みんな、ありがとう。

あたし、不器用なんでそうゆう気持ち伝わりにくいかも

しれないけどﾎﾝﾄに感謝してます。



で、来年のｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰは出版社どこ???
今度は並木さんのとこじゃないんだよなぁ。

温泉、ｸﾞｧﾑときて今年はどこ行きます???
今のとこﾂｱｰがあるから撮るのは来年かなぁ???
それともツアーの合間にちょこちょこっと国内で撮ってしまわれるのですか???
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
とりあえず期待してます。

来年１年が楽しく過ごせるかがかかってるんで

（↑大げさ???
いや、本気です。

そういや、仁ﾁｬﾝってｶﾚﾝﾀﾞｰ出さないの???
素朴な疑問。

で、今年のｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰの今週ね。

やっすんと忠義の振りかえり様なんだけど

忠義さん、お尻ﾃﾞｶｲです。（笑

ﾌﾟﾘﾌﾟﾘ言ってます。

なんであんなに小顔なのにお尻はﾃﾞｶｲんだろうなぁ。

まひるさん、素朴な疑問ｼﾘｰｽﾞ。（尻だけに。

ｺﾒﾚｽ遅れててすみません。

なるべく早めにやります。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.12.12 Sun いろいろ悩み、考え。

大倉担まひるですけども。

ちょっと間が開きましたね。

すみませんでした

なかなか忙しく軽くメルチェだけして

あとは する余裕がありませんでした

あといろんなことがあり過ぎて

何から書いていいやら。

まず、もしかしたら東京ﾄﾞｰﾑ行けないかもしれません。

前にも少しお話したかと思うんですけど

ﾏﾏﾝとﾊﾟﾊﾟﾝの離婚の話が出ていて

あたしだけ東京で遊んでくるってゆー空気じゃなくて。

でも実は春になったら空（＠章大）達家族が新潟に引っ越してしまうんです。

だから山梨から一緒に行く最後のﾗｲﾌﾞなんです。

だからすごく行きたいんだけど

自分の気持ちだけ押し通すのも勝手すぎるとも思うし。

そんなわけで頭の中がﾊﾟﾝｸしそうです。

空はすぐ会えるよって言ってたけど

山梨に住んでても最近はそんなに会えなくなってたのに

新潟に引っ越したらﾎﾝﾄ２年に１回とか

そんなﾍﾟｰｽになっちゃうよなぁ。

空はあたしの相方でもあるけど親友でもあるんです。

今まで１１年離れたことなんてなかったし。

すごく寂しいです。

とか感傷に浸ってる場合でもなくて

ﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝが離婚したら自分の身の振り方も考えなきゃ

ならないし。

いろいろ大変なんです。

あ。職場の後輩の友達がやっぱりeighterなんだけど



東京ﾄﾞｰﾑﾊｽﾞﾚたんだって。

それでｸﾞｯｽﾞ買うのと会場の雰囲気だけ味わいたくて

ﾁｹｯﾄないけど行くらしいです。

そう考えるとﾎﾝﾄ当たっただけでもネ申だと思わなくちゃ。

まぁ、行けるかどうかまだわからないんですけど。

しかし、何もこの年の瀬になって離婚話勃発しなくても

って感じなんですが。

福原家はちゃんと年が越せるんでしょうか???
毎日が不安です。

そんなわけでここ数日いろんなこと考えて

いろんなこと話してみたり。

不安だらけです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.12.15 Wed やっかし男前、大倉忠義。

大倉担まひるですけども。

なんかｴｲﾄｺﾝ行くの半ば諦め気味なんですけど。

空（＠章大）ときらたんとくっちゃらﾊﾋﾟﾊﾋﾟの旅も

最後だと言うのに。

もう一緒に長野とか行けないのね···｡

まぁ、そんなことよりﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝね。

毎日ﾏﾏﾝの愚痴の日々ですよ。

そんな状態だから東京へﾗｲﾌﾞ観に行くとか

言いづらくて。

いくら空と最後の旅とはいえ。

ﾏﾏﾝの逆鱗に触れるのが怖いのです。

あたくし、ﾁｷﾝなもので。

そう、聞いて

お正月にやるエイトの特番が山梨ではやらないのです。（ﾁｰﾝ

誰かﾀﾞﾋﾞしてくださいませませ。

（↑ｸｰﾙに言ってるけど実は必死。

つーかＴＶｶﾞｲでやっと金髪ﾂｰﾌﾞﾛの忠義さんが

見れましたわ。

真ん中に盛り盛りしてて可愛かった♥

うーん。とりあえず忠義さんの髪形だけが

心残りだったけどまぁ、見れたし、最悪ﾄﾞｰﾑ行けなくても大丈夫な

気がしてきたよ。

気がしてきたであって大丈夫なわけではない。

まぁ、つるの剛士さんでもなく、ｿﾌﾓﾋでもなかったってことで。（笑

あぁぁぁぁぁぁぁあ。

あの盛り盛りしてる髪を下ろしてるとこが見たい···｡（切実

ｼﾞｮﾝで見たのが下ろしてるﾊﾞｰｼﾞｮﾝなのかな???



かっこえぇー。(｡-_-｡)ﾎﾟｯ

爽やかだし、全然ｷﾝﾊﾟなのにちゃらい感じもなくー。

好青年じゃないですか???
さすが大倉忠義様。

ｲｹﾒｿ過ぎでしょ???
まぁ、やっすんのｸﾙｸﾙﾊﾟｰﾏは別として。

あれは空が大嫌いな髪形なんだよー。

あたしもｲｹてないと思います。

なのになぜ懲りずにｸﾙｸﾙﾊﾟｰﾏにするのさ。

安田章大よ

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
まぁ、大倉忠義様はお顔に品があるとゆーことで。

ひんよ。ひん

しなじゃないわよ

まぁ、これも現在のあたくしの精一杯のｷﾞｬｸﾞとゆーことで。（笑

そうそう、職場の後輩（♂）がこの間、AKBの握手会に行ったのだ。

彼はだいぶｲｹﾒｿの方なんだがその日のために美容院に行き、

髪形を整える、まるで乙女と変わらない人なのであった。

で、大島っちと握手したらしい。

２人握手したって聞いたけどもう１人は忘れた。（ﾁｰﾝ

で、ちょっとだけ会話を楽しんだようで。

職場の先輩が「なんで付き合ってくれって言わなかったんだ!!!!」って言うと

顔を真っ赤にする純粋な２０歳の青年なのであった。

なんかAKBのｦﾀとか普通に付き合ってくれとかｽﾞなこと

言ってそうだけど。

いや、あたしは言えない。

好きですの一言も言えないんだから

ただよっちゃんに。

言えっつーの

もうたぶん言えるﾁｬﾝｽなんてないよなぁ。

３回ﾁｬﾝｽがあって３回共逃したからなぁ。



２回は握手会で。１回はﾗｲﾌﾞで。

結局ﾁｷﾝなのよねぇ。

あんなﾗｲﾌﾞでﾜﾝﾂｰﾏﾝになれるﾁｬﾝｽなんて２度とないと

思うもん。

(｡-_-｡(｡-_-｡(｡-_-｡(｡-_-｡)｡-_-｡)｡-_-｡)｡-_-｡)ﾎﾟｯ♪

ただﾁｬﾝに逢いたいなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.12.17 Fri 行けるかもかもかもかも。

大倉担まひるですけども。

ｺﾒﾚｽ遅れててすみません。

今日も休日出勤だし、

なかなか落ち着かず時間も取れず

ﾊﾞﾀﾊﾞﾀしています。

なるべく早く出来るよう努めますので

よろしくお願い致します。

急ぎの用事の方だけ私信でｺﾒﾚｽさせていただきますので。

そう。それで明日の東京ﾄﾞｰﾑなのですが

行けそうな感じなんです。

まだ決定じゃないんですけど

（ﾏﾏﾝが仕事中に話かけると怖いので）（笑

「明日、出かけてもいい???」と聞いたら「いいよ」って

言ってくれたんですけど

まだ東京ﾄﾞｰﾑにライブに行くって言ってないので

（↑昨日、ﾏﾏﾝが出かけてて話せなかったため）

ちょっと不安は残るのですがたぶん大丈夫っぽい空気が流れてました。（笑

とりあえず今夜仕事から帰ってきたら

ちゃんと話します。

なのでハル、夜ﾒｰﾙします。＞＞もっそい私信。

そんなわけで明日の支度（ﾊﾟｯｸとかﾈｲﾙとか）をゆっくりやりたかったので

今日、出勤にしたことちょっと後悔してます。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
だってBOYが休みたいってゆーんだもん。

しかも休みたい理由がざぎんでｼｰﾒｰとかゆーんだもん。

２７年生きてますけど未だかつてざぎんでｼｰﾒｰとかございません。

そんな東京出身者ですが何か???
まぁ、そんなﾜｶﾞﾏﾏを許したのはあてくしですけども。

いいなぁ。銀座でﾃﾞｨﾅｰ。



あてくし、来週のイブもお仕事なんですよ。

まぁ、毎年イブと年末年始は仕事で向かえるって決まってるんですけどね。

非常に残念な職場だ。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
まぁ、それも慣れたんですけどね。

なんかいつもｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝをTVで見ながら明日も仕事だって

思ってるんですけど。

頑張れ、俺。

とりあえず仕事行ってき〜。
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2010.12.18 Sat 東京ﾄﾞｰﾑ当日の朝。

大倉担まひるですけども。

東京ﾄﾞｰﾑ、無事に行けることになりました。

相方、空（＠章大）と最後の旅になると言ったら

「楽しんできなさい。」って言ってくれました。

まぁ、ﾊﾟﾊﾟﾝには内緒で行くんですけどね。

たぶんﾊﾟﾊﾟﾝに言ったらｷﾚます。

なのでﾏﾏﾝだけに話しました。

こうゆう面でもわかるようにやっぱり

理解あるのはﾏﾏﾝなんですよねぇ。

だからもしﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝが離婚するようなことがあったら

自立するかﾏﾏﾝについて行きたいんですよねぇ。

でもあたしはﾊﾟﾊﾟﾝの面倒をみるとゆー使命が与えられてるので

だから離婚して欲しくないんですよねぇ。

なんか兄ちゃんも弟もﾊﾟﾊﾟﾝの面倒はみないと言ってるので

あたししかいないわけで。

はぁ〜。

あ。東京から帰ってきたら年賀状出しますねぇ。

なんか今年ももう少しかと思うと果敢ないですなぁ。

とゆーか日々、三十路に近づいてることが怖いです。（笑

来年で２８歳だもんなぁ。

なんか若さで許された日々はもうないんだなぁと

思うと怖いです。

あ。昨日、職場に新しくﾌﾘｰﾀｰの人が入ってきたんだけど

２５歳らしいんだけどあたしには３５歳にしか見えない···｡

絶対あたしより年下なんてｳｿだぁー。

だって忠義とタメだよ。

ないない。

絶対３５歳だぁ。（笑

（↑しつこい。

すんごいずんぐりむっくりしてるし、もみあげ異常に長いし、



顔ﾃﾞｶｲし。

しかも帰る時「お疲れ様でした。」の一言もなく

すーっと帰っていきました。

常識ｾﾞﾛです。

はぁ〜。約１年と４カ月ぶりに生ただﾁｬﾝに逢えるわけで。

逢瀬ですね。（笑

（↑言い方がｴﾛｲ。

まぁ、半分はｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝのただﾁｬﾝなんでしょうけど。

基本近くのｴｲﾄﾒﾝより遠くの大倉忠義ですからね。

どんだけ好きなんだよ〜。

推し量れないぐらいの愛です。（笑

空と空の愛娘きらたんと一緒の旅も嬉しいし。

３人の最初で最後の旅です。

席はﾊﾝﾊﾟなく天井席だけど

楽しんでくるぜ。

お昼待ち合わせなので全然余裕があるのに

お子ちゃまなのでやたらめったら早起きなあてくしです。

もうただﾁｬﾝに逢えると思ったら寝てられない。

ﾃﾍﾍ(ﾉ∀｀)

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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2010.12.19 Sun 東京ﾄﾞｰﾑ行ってきました。

大倉担まひるですけども。

東京ﾄﾞｰﾑから帰ってきてﾊﾞﾀﾊﾞﾀして

今現在です。

２３時新宿発の電車の指定取ってたんですけど

その前の２２時のやつに間に合ったので

それで帰ってきました。

久々の東京は疲れますね。(笑

（↑お前何人だ???
きらたんは人見知りでまだ恥ずかしがってたけど

またまひるﾁｬﾝと行きたいと言ってくれたそうです。

嫌われなくて良かったー。

あたし、子供の「なんで???どうして???」攻めになれてるので

全然きらたんのどうして攻めは平気でした。

子供なんてみんなそんなもんだし。

ﾗｲﾌﾞはすっごい良かったです。

すっごい果てしなく後ろの方だったけど

あたしと空（＠章大）は全然へっちゃらなんで。

空なんてきらたん片手にﾉﾘﾉﾘだったし。(笑
１４ｷﾛあるって言ってたっけ···｡（母は強し。

なんかﾗｲﾌﾞを重ねるごとに忠義がMCとかで話してくれるようになって

それがいちいち可笑しくて

しかも忠義の声って大きくて目立つから笑い声も漏れもなく

聞きとれるようなありさまで。

もうその忠義のｾｸｼｰｳﾞｫｲｽにやられてしまってるわけであります。

ちなみに髪形はｿﾌﾓﾋでした。

色はﾗｲﾄの加減でよくわからなかったんですけど

結構黒に近い色だったような気がします。

あとあたし目線なんですけど

TVｶﾞｲとかに比べて若干髪が短くなってた

ような気がします。



ﾂｰﾌﾞﾛ全開で。

これがまた似合っててｶｯｺｲｲんだ。

L01B0012.JPG

（↑これ会場の外にあったｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝなんだけどすごい人人人で。

なんかﾗｲﾄに色が変わるからﾒﾝﾊﾞｰ分の色を撮ろうとする

人の山で。

あたしなんて１回撮って終わりよ

で。ｸﾞｯｽﾞ。

ｽﾄﾗｯﾌﾟが可愛くて２ｺお買い上げ。

早速ｺﾑにつけました。

もうｺﾑがｽﾄﾗｯﾌﾟつけすぎで重たくて。

あ。ﾄﾞｰﾑはﾕﾆｯﾄ曲がありませんでした。

たぶんｸﾘｽﾏｽﾊﾞｰｼﾞｮﾝなのかなぁ???と
空と話してたんですけど。

GIFTから何曲か歌ってくれて。

あとWｱﾝｺありで忠義のお泊まり発言にｸﾗｸﾗしてしまいました。

ｴｲﾄと泊まれるなら雑魚寝でいいです。

まぁ、誰が忠義の隣に寝るかで血を見ますと思うけど。(笑



もうとにかく楽しくて年に１回しか行けないけど

eighterで良かったなぁと思う瞬間です。
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2010.12.20 Mon 相変わらず筋肉痛。

大倉担まひるですけども。

昨日とか筋肉痛が酷くてﾌﾞﾛｸﾞ書けなかった。(笑
今日もまだ腕とか痛いけど昨日よりは全然。

あ。そういえば昨日書こうと思って書けなかったんだけど

ﾊｲﾁｭｳのCMが決まって

新曲も発売予定なんだって。

新曲はｸﾚﾖﾝしんちゃんの曲らしい。

なんか空（＠章大）とも話してたんだけど

ｴｲﾄって４７魂辺りがﾋﾟｰｸなのかなぁとか

思ってたけど今でもうなぎ登りなんだね。

そうだよなぁ。

ﾄﾞｰﾑがﾊｽﾞﾚたりするんだもん。

びっくりだよね。

なんかエイトもいつかは嵐みたいになるのかなぁ???
なんかでも職場でヲタを公表したんだけど

店長にﾂｱTのお土産が欲しかったって言われて

だって「まいどあり」って書いてあるんでしょ???
って３回ぐらい言われたんですけど。(笑
小馬鹿にされすぎ。

そんなｲﾒｰｼﾞなんですかねぇ。

なんか全然認知度が低くて

「若いｴｷｽ吸ってきたんでしょ???」とか言われたけど

半分が年上なんだけどなぁ。

まぁ、忠義は年下なんであながち間違ってもないので

特に否定もしなかったんですけど。(笑

あ。それでお友達のハル（＠すばる）からｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄもらった。



（↑お菓子の詰め合わせだったんだけど

家族で美味しくいただきました。

ありがとう、ハル。＞＞もっそい私信。

一緒に行った空やきらたんの分もくれてﾎﾝﾄ気を使っていただいて

ありがたす。

きらたんなんて嬉しくて全然手から離さないんだもん。(笑

で、まだ全然読んでないけど

（↑水嶋ヒロのKAGEROUです。

忙しくて全然手をつけてないんだけどね。

少しづつ読みたいと思います。

なんか楽しい時間はあっという間で。

今回行けたことがすごく嬉しくて。

前日まで行けるかどうかわからなかったからね。

だからﾄﾞｰﾑ行けて良かったですねってゆーｺﾒﾝﾄやﾒｰﾙが

多くてこんなにたくさんの人に見守られてるんだなぁって

思ったら嬉しかった。



みんな、ありがとう。

ｺﾒﾚｽ遅れててｺﾞﾒﾝなさい。

なるべく早めにやりますのでしばしお待ちを。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.12.25 Sat めりくり。

Merry X'mas!!!!
大倉担まひるですけども。

ちょっと間が開いてしまいましたね。

すみません。

いろいろ事件がありまして。

それは解決したんですけど

それでもすぐにはﾌﾞﾛｸﾞ書く気になれず

今日まで間開けました。

ちなみに今日は１５時から仕事なんです。

昨日、休日出勤で朝９時から夜８時まで仕事してたので

今日は１５時からでいいと言われたので

午前中に に行き、

職場の後輩に頼まれたAKBのｹﾞｰﾑのPSP同梱版が届いていたので

後輩が今日出勤していれば持って行こうと思ってます。

結構箱が大きくてびっくりしています。(笑

（↑これです。ちょっと欲しいです。(笑

あとNEWSの も一昨日届いてたのですが

全然開ける余裕もなくー。

今日やっと開けました。



そんな感じでここ数日ﾊﾞﾀﾊﾞﾀしてまして

まだｸﾘｽﾏｽｹｰｷも拝んでないです。

買ったには買ったみたいなんですけど。

（↑今年はあたしが担当じゃないんで。(笑
昨日の夜は両親共に留守でしたし。

しかもﾀﾓｽﾃｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞまだ見てないし。

ただﾁｬﾝ、見たかったのにー。

特に髪の色、髪形。

しかも何歌ったかも気になるし。

当分ﾊﾞﾀﾊﾞﾀしてて見れそうにないし。

お楽しみがぁー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.12.26 Sun そろそろ寝ますか。

大倉担まひるですけども。

２４時に帰ってきました。

仕事は２１時半に終わったんですけど

帰ってきたらﾏﾏﾝと弟が待ってて飲みに連れてかれました。

なんか最初明日仕事だからって断ったんだけど

真剣な話があるからって言われて。

まぁ、結局その話がここ数日のことに

繋がるんですけど。

でもあたし的にはそんなイヤな話じゃなくて

むしろいい話で。

その話が決まったらいいなぁと思ってます。

そう、それで初めてｽﾊﾞﾗｼﾞを聴きました。

そんなわけでちょっと感動しました。

いつも爆睡してるので聴いたことがないんですよ。

先週の今頃は東京ﾄﾞｰﾑから帰ってきて

翌日の準備をﾊﾞﾀﾊﾞﾀとしてたなぁと思って。

もう１週間も前のことなんだね。

きらたんにも気に入ってもらえたようで。(笑
なついてはくれなかったけど

あれからちょくちょくと「まひるﾁｬﾝは???」と言ってくれてるみたいで。

「またまひるﾁｬﾝと関ｼﾞｬﾆ∞のｺﾝｻｰﾄ行くー!!!!」って

言ってくれてるようで。

ありがたすの話ですよ。

きらたん、また一緒に行こうねー♥

で、ｽﾊﾞﾗｼﾞを聴くまでの時間１０分ぐらい間が開いてたんですけど

ﾊﾟｿがうまく起動しなくて。



ﾏｳｽが全く動かなかったんですよ。

で、５回ぐらい再起動させてﾀﾞﾒだったので

立ち上げ直したらうまく動くようになって

とりあえずｽﾊﾞﾗｼﾞが聴けるようになったわけです。はい。

で、今日は後輩にAKBのｸﾘｽﾏｽｹｰｷをごちになって

ｹﾞｰﾑも無事渡したんですよ。

たぶん早速やってると思います。

めっちゃﾃﾝｼｮﾝ上がってましたもん。(笑
あたしも早くやりたいです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
２９日配達指定にしたので

まだ受け取ってないんですけど。

で、左肩がつりそうな感じです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
ﾊﾟｿ打ちながらﾏｯｻｰｼﾞしてます。

全然効いてないけど。

あたしの左肩はﾊﾞｶになりつつあります。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

そろそろ薬飲んで寝る支度しなくちゃ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.12.26 Sun ねみー。

大倉担まひるですけども。

いよいよ寒くなってきましたね。

朝晩の冷えは格別です。

昨日、結局寝たのが朝６時ぐらいでめっちゃ眠かったです。

今日は早く寝ようと思います。

それでなくても２４時ぐらいまでには爆睡ですけども。

すでにうとうとしています。

明日、会社の先輩にPSPを貸すことになってて。

忘れそうなんですけど。

その先輩もAKBﾏﾆｱなんですけど

ｹﾞｰﾑを買ったのはいいけどPSPを持ってなくて。

で、PSPを買おうと思ったらﾓﾝﾊﾝの影響で

PSPがなかなかないらしくて。

それで貸すはめになったんですけど。

ﾓﾝﾊﾝとAKBのｹﾞｰﾑが出来ないぐらいで特に問題も

ないんですけど。

最近忙しくてｹﾞｰﾑも出来てないですし、

つーか携帯の充電が１日ももたないんですよー。

朝仕事出かけて帰ってくる頃には充電がないんですよ。

昨日もそれで電話繋がらなかったし。

眠いから寝ます。

内容がなくてすみません。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

http://jugem.jp/theme/c79/501/


JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.12.28 Tue 撃沈。

大倉担まひるですけども。

昨日帰ってきて２２時過ぎに弟に年賀状作るぞって言われて

作り始めたんだけど薬飲んでるから

２３時には眠くて脱落。

昼間にしてくれっつーの。

夜はすぐおねむになっちゃうんだから。

まぁ、そんなわけでﾌﾞﾛｸﾞ書けませんでした。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
そろそろ弟も自分で駆使して年賀状作らないとﾀﾞﾒですわ。

毎年人頼みはいかんですわ。

で、文句言うんですから。

自分で作れば文句も言えないでしょう。

あたしなんて完璧よ。

そのために早く作ってるんだから。(笑

今年は雑誌の間違った説明で苦戦したけどねー

そうそう、昨日、忙しくて

「お試しかっ」の録画忘れてて帰ってきて思い出して

その時点で２１時３９分。

完璧終わってますがな

悲しい現実。

楽しみにしてたのになぁ。

ｴｸﾞｴｸﾞ(T△T)

今日は大掃除して時間があったらｺﾒﾚｽやります。

最近忙しくてｺﾒﾚｽ出来なかったから結構溜まってるし。

結局ぐうたら過ごせる休みなんてこの年末になって

あるわけがない。

ｺﾞﾛｺﾞﾛして過ごしたいんだけどなぁ。



そんな女子力ｾﾞﾛのあたしですけど

変態だからってゆー理由でただﾁｬﾝ、嫁にもらってくれないかなぁ。(笑
そんなの理由にならないか。

だってただﾁｬﾝも変態じゃないですか???
そこは変態同士腹割って話しましょう。

とか書いてるけど

金髪ただﾁｬﾝのﾎﾟｽﾀｰが睨みきかせてます。(笑
ｶｯｺｲｲです♥

そういや、今年はｶﾚﾝﾀﾞｰ撮り、普通にやってるみたいですね。

旅もなくー。

エイトのﾜﾁｬﾜﾁｬ感は出てるんだろうか???
そこが重要だ。

meromeroparkはこちら

（↑メロメロのたっくん。が大きくなったよ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.12.28 Tue ★ｺﾒﾚｽ★

お待たせしててすみません。

ｺﾒﾚｽやりたいと思います。

ってかやります!!!!

★ｺﾒﾚｽ★

はるさん（＠忠義）

るかさん

フルマリさん（＠忠義）

ふーたんさん（＠忠義）

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

はるかさん（＠忠義）

杏梨さん（＠忠義）

あずささん

ことさん

うららさん（＠亮）

Mariさん（＠忠義）

なつみさん（＠忠義）

umeさん

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

はるさん（＠忠義）

うーん。

たちょが結婚したらですか???
今だったら耐えられそうにありません。

相手にすごい嫉妬するだろうし、

ご飯も食べれなくなると思います。

でも３５歳過ぎてからだったら複雑ながら

おめでとうと言える気がします。

あたし、安定剤だと全く眠れないんですよね。

なので安定剤と睡眠薬を夕飯前に

飲んでます。

そうすると２時間もしないうちに眠くなるので

仕事の日だと何も出来ないですね。

何かしてるとﾌﾞﾛｸﾞも書けませんし。

ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄの髪形楽しみにしてますね。

まだお友達からDVDが届かないので

見れてないんで。

大概ｶﾒﾗ入るのは東京ﾄﾞｰﾑか京セラですよね。

今回もどっちかがDVDになってくれると嬉しいんですけど。

http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=87875#ref=vote
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


地方は地方の面白さがあるんですよね。

東京ﾄﾞｰﾑの初日の最後の挨拶はやっすんだったんですけど

丸ﾁｬﾝがたちょﾊﾞｰｼﾞｮﾝが良かったと言っていたので

たちょﾊﾞｰｼﾞｮﾝ見たいんですけどねぇ。

大分で見事髪の色ﾁｪﾝｼﾞしちゃいましたね。

速報ありがとうございました。

茶髪ってよりもｱｯｼｭｸﾞﾚｰに近いですかねぇ。

（↑ﾀﾓｽﾃｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞまだ見てない人。

やっぱ平等に金髪は披露して欲しかったですね。

特にDVDになるとしたら金髪たちょで居て欲しかったです。

そうですかぁ。

はるさんのご両親も離婚されてるんですね。

あたしもﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝが離婚したらﾏﾏﾝについて

いきたいんですけどそれが許されないので

辛いです。

うちのﾊﾟﾊﾟﾝは家族の気持ちとか考えてくれるようなタイプでは

ないのでｲﾔなんです。

やっぱりエイトの特番やらないんですか???
あれやる地域もっそい少ないみたいですね。

とりあえずお友達がﾀﾞﾋﾞしてくれることに

なったんで良かったんですけど。

ﾏｼﾞですか???
ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄはｻｲﾄﾞががっつり刈ってあるんですか???
でもヨコもよくｻｲﾄﾞ刈ってますよね???
TOPの髪かぶせてあるだけで。

るかさん

改めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってすみませんでした。

新しいﾊﾟｿの方の壁紙は自分で作ったやつなんですけど

古いﾊﾟｿの時に作ったやつなので

ｻｲｽﾞが全然違ってしまって。

また新しく作って今は違う壁紙です。

ですよねぇ。(笑



音楽の趣味は幅広い方がいいです。

あたしはいろいろ聴いてきた結果

今はK-POPとｼﾞｬﾆｰｽﾞとその他諸々です。

恋愛のただ好きだの逢いたいだのってだけの

歌は苦手です。

あ。そういえば風邪は治りましたか???
ﾗｲﾌﾞは行かれたんでしょうか???
あぁぁぁぁぁぁあ。

やっすんのｸﾙｸﾙﾊﾟｰﾏは苦手なんです。

相方共々。

だからｼｮｯｸなんです。

あの髪形は。

フルマリさん（＠忠義）

なんか金髪生ただﾁｬﾝ見たかったです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
なぜにそのﾀｲﾐﾝｸﾞで金髪辞める???みたいな。

もう今となってはﾍﾟｰﾀｰ忠義のﾎﾟｽﾀｰを

拝むばかりです。

ｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝもﾒｲﾝｽﾃの後ろにしかなく、

それさえも見るのが怪しいぐらいでした。

まぁ、つまり全然と言っていいほど

ただﾁｬﾝの姿は拝めてません。(笑
フルマリさんのような席はだいぶ拝めてませんね。(笑
ﾎﾝﾄ羨ましいです。

DVDがもし発売になるとしたら東京ﾄﾞｰﾑか

京セラだと思うので金髪は特典映像につくかどうかですよね???
フルマリさん、その後、事件は解決しましたか???
なんか身内に事件勃発されると

悲しいですよね???
あたしも相変わらずｺﾞﾀｺﾞﾀ続きで落ち着かないです。

ﾎﾝﾄに東京ﾄﾞｰﾑに行けたのが奇跡だと思ってます。

京セラ行けるといいですね。

ふーたんさん（＠忠義）

ふーたんさんも期待を裏切られた口ですか???



さすがきまぐれ大倉さんですよね???
なんかとりあえずｸﾞｯｽﾞが金髪だったのが救いです。

なんであんなに可愛かったのにー。

ﾊｲﾁｭｳのCMは金髪なんでしょうかねぇ???
金髪だったら嬉しいです♥

無事東京ﾄﾞｰﾑ行けました。

心配してくださってありがとうございます。

ふーたんさんは両日行かれたんですね。

逢瀬を楽しめましたか???
あたしは最高に楽しかったです♥

たちょｻﾝﾀ可愛かったですよね???
お泊まり発言には腰砕けになってしまいました。

うーん。やっぱりただﾁｬﾝについてきて

良かったと思いました。

ﾗｲﾌﾞ後の筋肉痛って爽快じゃないですか???
なんかそれだけ楽しい時間を過ごしたんだなぁって。

早くまたｴｲﾄに逢いたいですね。

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

ﾎﾝﾄ、金髪似合ってたのにうちわ持ちたかったですよ。(笑
なんかｶﾚﾝﾀﾞｰの撮影やってるみたいですね。

（↑やってた???
あたし、大倉さんのﾌﾟﾘﾝとしたお尻が大好きなんです。

ぜひ生で触りたいぐらいで。

（↑THE変態。

見るだけでもいいです。

だから忠義さんに女子と絡みなしのおﾇｰﾄﾞをやって

欲しいなぁと。(笑
ありがとう。

みんなのおかげでﾗｲﾌﾞに参戦出来たと思ってます。

ﾗｲﾌﾞ後の筋肉痛も幸せの筋肉痛ですよね???
大倉ｻﾝﾀ可愛かったですよ。

錦戸ﾄﾅｶｲも。(笑
新曲発売が楽しみですね。



はるかさん（＠忠義）

お久しぶりです。

元気そうで何よりです♥

悩みも解決したみたいで良かったです。

あたしもいろいろありますけど

とりあえず今日は元気です。(笑
もちろんこれからも絡みお願いします。

杏梨さん（＠忠義）

ﾎﾝﾄ、特番やる地域少ないみたいですね。

関西でもやらないみたいだし。

もうちょっと金ﾊﾟ見ていたかったです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
たちょは乙女なので心変わりも早いんでしょうね。(笑
ﾌﾞﾛｸﾞまた遊びに行かせていただきますね。

こちらこそ感謝です。

あずささん

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

無事に東京ﾄﾞｰﾑ行ってこれました。

これも支えてくださるみなさんのおかげだと

思ってます。

ありがとうございます。

ことさん

そうですかぁ。

ことさんは小さい頃から苦労されたんですね。

あたしもどうなるかわかりませんが

自分の納得いく結果を出したいと思います。

ことさんも１８日の公演行かれたんですね。

あたしも無事東京ﾄﾞｰﾑ行くことが出来ました。

まだ家はｺﾞﾀｺﾞﾀしてますが行かせてくれた母に

感謝しています。



うららさん（＠亮）

ｽﾀﾝﾄﾞの１番前だと結構見えますよね???
あたしなんてほぼ見えなかったです。(笑
まぁ、行けただけ全然良かったですけど。

しかも同じ空気の中にいると思うだけで

ﾃﾝｼｮﾝが上がります。

最近ｿﾛ曲やってくれなくて寂しいですよね???
４７魂の時もｿﾛはやってくれたけど

１部と２部見ないと全部見れなかったり。

でも最高に盛りあがってましたよね???
すごく楽しかったです。

うららさんもお疲れ様でした♪

やっぱり年賀状あたしが作るはめに···｡

来年からは弟の年賀状は作りません。

甘やかしたらいかんですよ。(笑
あたしも忠義に負けず劣らずの変態なんで

嫁にもらってくれー。

まぁ、亮ﾁｬﾝの変態ぶりには負けるかな???
うららさんも変態ですか???
変態仲間じゃないですか???
しかも錦戸担。

相当ですな。(笑

Mariさん（＠忠義）

ﾎﾝﾄにｴｲﾄｺﾝに行くと幸せな気持ちになりますね。

行けて良かったです。

うわー。お泊まり発言に続いて

「浮気すんなよ。」発言ですか???
ﾔﾊﾞｲですね。

絶対そんなん言われたら浮気なんて出来ないですよね???
悶絶死ですよ。

なつみさん（＠忠義）

あ。年賀状遅れても大丈夫ですよ。

あ。あたしもせっかく３２ｲﾝﾁのTV買ったんで



電気消して爆音でDVD見ようかなぁ。

ﾍﾟﾝﾗｲﾄとうちわも常備して。

今まで電気つけて見てたんですけど

電気消した方が雰囲気出ますよね???

umeさん

福原一哉検索で来てくださってありがとうございます。

やっぱり一哉くんはずっと好きだったのに

突然事務所を辞められてしまったので

ずっと心残りだったんです。

だからこうして一哉くんを好きだった方から

ｺﾒﾝﾄいただけるとﾎﾝﾄに嬉しいです。

なんか一哉くんが結婚して一家の主になるって

不思議な気持ちですよね???
あの可愛かった一哉くんがって。(笑
子供とかいるんですかねぇ。

奥さんとかどんな人か気になりますし。

やっぱり元担って特別ですね。



2010.12.29 Wed ｹﾞｰﾑやりてぇー。

大倉担まひるですけども。

昨日、イラっとすることがありまして。

まぁ、佐川急便に対してなんですけど。

しかも昨日だけじゃなくてこの間もちょっとあったんで

営業所に電話して言ったんですけど

らちが明かず。

で、結局佐川急便のHPの問い合わせのとこに

ﾒｰﾙして返事待ち。

どんだけ失礼なんだよって話ですよ。

しかもそのﾄﾞﾗｲﾊﾞｰから謝罪の電話があったんですけど

これからもこうゆうことあると思いますが

よろしくお願いします。って。

普通は２度とないよう気をつけますので。

でしょ???
もうそうゆう基本的なとこからﾀﾞﾒ。

ちょっとおつむ弱そうな感じだもん。

いつもﾆﾔﾆﾔしてて気持ち悪いし。

うちの従業員も気持ち悪がって嫌がってるから

なるべくあたしが受け取るようにしてるんだけどねー。

あたしが仕事の時はお願いしてるけど。

あ。

UPし忘れたｸﾘｽﾏｽｹｰｷ。(笑



（↑ちなみにﾃｨﾗﾐｽ。

普通のイチゴのやつをﾎﾝﾄは買ったんだけど

あたし見ることさえなかったから別で買ったの。

（↑ でもらったﾏｸﾞｶｯﾌﾟ。

ｼｰﾙ集めるやつね。

（↑AKBのｹﾞｰﾑとKAT-TUNの

AKBのｹﾞｰﾑはPSPの本体を先輩に貸してるので

まだ当分出来そうにないんだけど。(笑

まだNEWSの もエイトの特典の も

見てないし。



あ。で、佐川急便から謝罪の電話がありました。

なんかそれもなんだか上から目線だし。

あぁ。もうそうゆう会社なんだって思った。

佐川急便ってもっと低姿勢な会社だと思ってたのになぁ。

もうどうでもいいと思ってさっさと電話切りました。

この気持ちのﾓﾔﾓﾔはどこに持ってったらいいの???
なんか今更電話かかってきてキレるのも疲れるし。

あ。そだ。下のｴﾝﾄﾘｰに遅ればせながらｺﾒﾚｽやりました。

ってかやらせていただきました。(笑
該当者の方は目を通してくださいねー♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=87875#ref=vote
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516


JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2010.12.31 Fri 今年も今日で最後。

大倉担まひるですけども。

2010年も残すとこ今日１日になりましたね。

最後の最後まで休日出勤をって言われたんですけど

ﾎﾝﾄにこの仕事始めてたぶん初めての大晦日お休みだと

思います。

なので丁重にお断りしました。(笑
まぁ、明日から仕事なんですけどね。

もう昨日から疲れMAXなんで今日はゆっくりｺﾞﾛｺﾞﾛして

過ごしたいと思います。

ｶﾞｷ使も見たいですし。

もうこのﾊﾟｿさえやるのにしんどいくらい疲れてます。

それで昨日寝ちゃいましたし。

とにかく疲れ過ぎて若干具合悪いぐらいです。

昨日、職場で言われましたもん。

「お正月は福原とBOYで回してくから体調崩さないように。」って。

それで即効ﾏｽｸ渡された。(笑
そのﾏｽｸが大きすぎて下まぶたが圧迫されるんですよ。(笑
最近夏風邪しかひかない福原ですけども。

あぁ。昨日から京セラ始まってるんだね。

すっかり忘れていたよ。

みんな、ｴｲﾄﾒﾝとの逢瀬を楽しんでくださいね。

（↑あたしが書くといやらしく聞こえる。

あ。福原家も無事年が越せそうです。

まだ家の問題は解決したわけじゃないけど

とりあえず年は越せそうです。

ご心配おかけしてます。

すみません



今年のまとめ。

前半はとにかくｴｲﾄｺﾞﾄがなくてお肌がｶﾞｻｶﾞｻに。(笑
途中からｼﾝｸﾞﾙ発売があって焦らされて。(笑
またお肌ｶﾞｻｶﾞｻに。(笑
でも映画の発表があって一瞬潤ったものの

山梨ではやらないと知り、またお肌ｶﾞｻｶﾞｻに。(笑
で、ツアーが始まって行けないかもと悩み、

お肌最大級にｶﾞｻｶﾞｻに。

行けるとわかった前日、お肌ﾂﾙﾂﾙに。

当日。

もっそいはじけまくって筋肉痛に。

最近年に１回のお楽しみになりつつあるけど

その１回が貴重で楽しい時間です。

このたった年に１回のために

仕事も頑張れるし、

日常のくさくさした日も乗り越えられるのです。

まぁ、そんなにくさくさしてるわけでもないんですけどね。(笑
基本ﾋｯｷｰなんで家で本読んだりﾊﾟｿ、ｲｼﾞｲｼﾞしたりして

結構楽しく過ごしてますよ。

春になったら空（＠章大）ときらたんに滅多に逢えなく

なってしまうのは寂しいけど。

まぁ、ﾄｰﾀﾙ的には家族の事件勃発さえなければ

良い１年だったなぁと。

まぁ、あたし的にであって

福原家にとっては苦渋の１年だったと思います。

今年もｷﾞﾘﾁｮﾝ、エイトに逢えて最高に幸せでした。

やっぱりあたしは根っからのeighterなんだなぁって思いました。

そして今年もたくさん、大倉忠義と言う人を

愛した１年でした。

もうﾎﾝﾄ生涯大倉担宣言ですよ

そのぐらい大倉忠義という人が好きだし、

人生の中でこんなに長く好きで居た人ってﾎﾝﾄいない。

忠義に出逢って１０年。



自担になって７年。

それから１度たりとも浮気したことないです。(笑
いや、中島健人くんは好きだけど。(笑

それを浮気と言うんじゃい

いや、全然忠義に比べたら好きの度合いが違いすぎる。

健人くんは時々見て可愛いなぁって思う程度???
忠義は常に見ていたい。

（↑病気

だから浮気に入らないです。

忠義の「浮気すんなよ。」発言通り

来年も浮気せず大倉忠義一筋でいきたいと思います。

大倉忠義さん、これからもずっとずっと愛してます♥

来年もよろしくお願いします。

そして今日、まだ更新する予定なので

よいお年を発言はしませんけど。(笑

また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2010.12.31 Fri 皆様よいお年を〜。

大倉担まひるですけども。

出勤じゃないですけど職場に用事が出来たんで

ちょっと行ってきました。

こんな最後の最後まで忙しいのかよ

あ。そういえば来年の春ぐらいからﾌﾚｯﾂ光が値下げするって

聞いたんだけど。

今、光だけで５０００円ぐらいするんだけど３０００円台ぐらいまで下がるとか。

ありがたすな話ですよ。

ぜひぜひ値下げしてください。

で、ﾎﾝﾄはNTTのｱﾄﾞﾚｽが使えてﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰが必要ないんだけど

あたしわざわざﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ使ってるから電話代とﾄｰﾀﾙで１万円ぐらいするのね。

だからぜしぜし値下げの方向で。

で、さっきまで爆睡してました。

ちょっと疲れも軽くなり、後はお風呂入ればなんとかって

感じですかねぇ。

なんか２度寝したら休みなんてあっという間で。

でも２度寝しなかったら明日からの仕事で

ﾀﾞｳﾝしてます。

そのぐらい疲れてたんです。

たぶんｴｲﾄｺﾝに誘われても断るぐらい疲れてました。(笑
だってすでに寝ずにﾗｲﾌﾞ、１部、２部こなしたぐらい

疲れてましたもん。

よくそれで朝ﾌﾞﾛｸﾞ書けたなぁと。

まぁ、これが今年最後のｴﾝﾄﾘｰになるかとは思いますが

来年もよろしくお願いします。



今年も忠義を好きで居られたことがすごく

幸せです。

年を重ねるごとに魅力的になってく

忠義があたしの誇りです。

好きになって良かった。

出逢えてよかった。

大好きです。

大倉忠義ヽ(´ー｀)ノﾏﾝｾｰ。

来年でﾌﾞﾛｸﾞ始めて丸６年になる

福原まひるをよろしくお願いします。

なげぇな。

そりゃ年もとるさ。

来年で２８歳でずぼん。(T△T)

来年も大倉忠義一筋で頑張るので

みなみなさまよろしくお願いします。

よいお年を〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.03 Mon ﾂｱｰお疲れ様でした。

大倉担まひるですけども。

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。

今年もみなさんと仲良くｴｲﾄを応援出来たらいいなぁと

思ってます。

確かにこのﾌﾞﾛｸﾞは以前に比べて忠義のことを

書くことが減っています。

でも仕事が忙しくてｦﾀｦﾀするのが減ってるのは

仕方のないことだと思ってます。

それの何がいけないんでしょう。

それにあたしは一言も自分が１番の大倉担だとも

書いたことはありません。

どこをどう読めばそうなるんでしょう。

人のことをばばぁと言う前に文章はちゃんと読んで

ください。

それに前からあたしは自分が忠義が自分のすべてに

なるのがｲﾔだと書いてるじゃないですか???
文句言う前にちゃんと読んでください。

大倉くんはあたしのものでもなければ

あなたのものでもないんですよ。＞＞忠義しか見えへんしさん

そういえば年が明けてﾌﾞﾛｸﾞなかなか書けずに

すみません。

仕事でﾊﾞﾀﾊﾞﾀしててｶｳｺﾝもまだ見れてないんですよねぇ。

なんか東京の中継中に大阪の声が入ってたとか。(笑
エイトらしいﾊﾌﾟﾆﾝｸﾞですね。

しかも着ぐるみに全身ﾀｲﾂだったとか。

見るのが楽しみです♥

職場の先輩(♂）がｶｳｺﾝ、途中まで見て果てたって言ってました。

あたしなんて問題外ですよ。

眠すぎてｶﾞｷ使さえも途中で脱落しました。



２１時ぐらいにはたぶん寝てたかと。

どんだけ〜。

そして空さん（＠章大）から即効ﾒｰﾙ来てました。

安田さんが髪切って可愛い♥と。(笑
髪切ったのは知ってたのですが

空のお気に召す髪形かどうかわからなかったので

特にメールもしなかったんですよ。

（↑卑怯者。

あ。続々と年賀状届いてます。

ﾃﾝｼｮﾝが上がったのは向井理様からの年賀状ですけども。(笑
相変わらず顔ちっちゃ。

（↑向井理様の年賀状。

あとみんな忠義の切り抜きやらﾌﾟﾘﾝﾄやらして

くれたのもあったり可愛いのもあったり家族と一緒のも

あったりして嬉しかったです♥

あたしの年賀状はと言うと

大奥の時の紋付袴の写真とちょっと前のﾊﾟﾝﾌの写真を使いました。

紋付袴がお正月らしいかなぁと思いまして。

評判は上々です♥

そうそう、先輩の東京に住む弟さんがPSPをｹﾞｯﾄしたので

PSPが２〜３日中には戻ってきます。

やっとｹﾞｰﾑが出来るぅ〜。

ﾓﾝﾊﾝとAKBのｹﾞｰﾑ。

なんかひそかにヨコとかAKBのｹﾞｰﾑやってそうだけど。

なんかそういやﾄﾞｰﾑのMCで共演者と３ヶ月で仲良くなれる???



って話が出てヨコもたちょも無理だわ〜って言ってて

ヨコは松下奈緒さんと半年も一緒に居たら好きになってまう。

って言ってて。

で。ヒナﾁｬﾝに聞いたところ２時間で仲良くなれるって即答。

もうAKBのﾒﾝﾊﾞｰとかすぐ「ちゃん呼び」出来ちゃうそうで。(笑
さすが大阪太郎。

なにわやで。

あ。遅ればせながら８UPPERSﾂｱｰも無事に終わりましたね。

お疲れ様でした。

eighterもﾂｱｰに携わったｽﾀｯﾌさん、そして最高で最強の関ｼﾞｬﾆ∞のみんな

お疲れ様でした。

そして想い出をありがとう。

また今年もよろしくお願いします。（○┓ﾍﾟｺﾘ

ｺﾒﾚｽ遅れててすみません。

時間のある時にゆっくりやりますので

しばしお待ちを。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.04 Tue 醍醐味。

大倉担まひるですけども。

やっと何もない休日です。

お正月3が日出勤してたので全然お正月気分も

味わえず···｡

しかもおせちもお雑煮もなくて

だから余計にそう感じるのかもしれませんね。

唯一お正月を感じたのはみんなからの年賀状を

見た時かなぁ。(笑
お。いいこと言うねぇ。(笑

とりあえず今日はｶｳｺﾝの映像見なくちゃ。

ﾀﾓｽﾃｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞも見たいけど３時間も見る余裕があるか

どうかだよね。

何仕事出ちゃってるんだろ???って感じですわ。

忙しい時期なんで仕方ないですよね。

しかもあたしまれにみる実家組だから

当然出勤だし。

もう東京の家ないし。

今思えばなんで残しておいてくれなかったんだろうって

思うね。

そしたら家賃払わずに東京に住めるのに。

空（＠章大）の東京の家ももうないんだよね。

寂しいなぁ。

もうあたしもすっかり山梨県民だし、

空も春からは新潟県民だし。

離れ離れだね···｡

もう今眠くて眠くて。

４時頃から起きて活動してるから。(笑
なんかそういや、結局東京ﾄﾞｰﾑのﾚﾎﾟ書かずに



終わってしまったなぁと思って。

やっぱりﾂｱｰ終わってからの方がいいだろうと思ってたんだけど

日に日に薄らしてくるんだよね。(笑
あ。でも今回のﾄﾞｰﾑでは珍しく泣かなかったの。(笑
いつもﾗｲﾌﾞのたびに泣いちゃうんだけど

今回は珍しく泣かなかったなぁ。

そんなわけでもう何が何だかさっぱりです。

これが２回とか見ると違ってくるんだろうけど。

しかも年々頭がボケてくるのかﾗｲﾌﾞ終わって

寝ると忘れてるんですけど。(笑
前は結構レポってたんだけどなぁ。

だいたいメモりながら見るのがイヤで。

だからセトリとか絶対メモらないから

忘れるのも早い早い。(笑
でもブリュレとミセテクレの時は空と

見つめあってﾃﾝｼｮﾝMAXですよ

あの２曲はﾎﾝﾄにｶｯｺｲｲよね???
いや、常にｶｯｺｲｲけど。(笑
ﾊﾞﾝﾄﾞ曲もﾃﾝｼｮﾝ上がるけどやっぱりガッツリ踊る系の曲が好き。

そこはやっぱｼﾞｬﾆｰｽﾞの醍醐味ですからね。

なんかエイトが好きな音楽やらせてもらえるように

なってからやっぱりｽﾃｷ度が増したよね???
ﾒﾝﾊﾞｰもﾎﾝﾄ楽しくやってるし。

すごく生き生きとやってるよね???
そうゆうの見てるだけでわかるし、

見てるこっちも楽しいし。

これからも好きな音楽やり続けて

楽しませてもらえたら嬉しいです♥

さてさて。ｶｳｺﾝ見ますか???(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.04 Tue ｲｹﾒｿ好き&#9829;

大倉担まひるですけども。

いやぁ、ｶｳｺﾝ見たよ。

寿司になってたぁー

めっちゃ可愛かった♥

特に玉子が。(笑
乙女心がきゅーんとしてしまったよ。

え???乙女心???
ｦﾀ心じゃなくて???
さすが関ｼﾞｬﾆ∞は違うなぁ。

そんなエイトが大好きなんですけども。

めっちゃご満悦なんですけども。

いやぁ、会社の先輩とか途中で寝ちゃったって

言ってたけど寝ずに最後まで見て欲しかった。

特に寿司を。(笑
また色ものとか言われちゃうかしら???
それでなくてもﾂｱTに「まいどあり」って書いて

あるんでしょ???
とか言われてるのに。(笑
どんなｲﾒｰｼﾞですか???
ｶｯｺｲｲ時はﾎﾝﾄにｶｯｺｲｲのに。

そのｷﾞｬｯﾌﾟね。

それがエイトのいいとこだよね???
うん。うん。

何のDVD貸したら先輩がエイトの良さに

気づいてくれるかしら???
あたし的には今回のツアーのﾄﾞﾗﾑｿﾛがお勧めなんだけどなぁ。

DVDになってくれることを祈る

そして特典には金髪忠義を

今更ながらPSPのﾊｰﾄﾞｹｰｽを買いました。

先輩に貸す時、むき出しで貸してしまいました。(笑



だっていいｹｰｽがなかったんだもん。

で、結局白いｹｰｽを買いました。

大奥の千社札でも貼ろうかと思って。

ｦﾀｸ全開ですがな

もう最近開き直った。

会社に２人もAKBｦﾀがいるからあたしもeighter暴露ったし。

エイトの顔がわかる人からは誰が好きなの???って聞かれて

大倉くんですって言ったらやっぱりｲｹﾒｿ好きなのねって

言われるし。

うーん。たちょを好きになった頃は

そんなにｲｹﾒｿって風でもなかったんだよね。(笑
（↑もっそい失礼。

顔が成長していくうちにｲｹﾒｿになってったってゆーか。

ﾃﾍﾍ(ﾉ∀｀)
そんなこと言ったらなんだけど

他メンって小さい頃から何かしら活動してきたけど

忠義はバック担当の控えめ陣営だったわけじゃない???
それが関ｼﾞｬﾆ∞のﾒﾝﾊﾞｰに選ばれて

当時はそんなに人気もあったわけでもないのに

今じゃ、結構人気あったりして。(笑
びっくりなわけですよ。

やっぱさすがｼﾞｬﾆｰさんって先見の目がある方だなぁと

思うわけで。

まぁ、ｴｲﾄﾒﾝに推薦してくれたのはやっすんとかだけど。

でも最初ｼﾞｬﾆｰさんが合格出してくれなかったら

今の忠義はないわけで。

そう考えるとｲｹﾒｿ揃いのｼﾞｬﾆｰｽﾞ事務所ってすげぇなって

思うわけですよ。

ﾎﾝﾄ男女逆転大奥のように。(笑
なんか時々ｴｲﾄﾒﾝが仲良過ぎてTHE鶴岡がいるんじゃないかと

思うぐらいで。(爆笑

それはやっすんですか???(笑

ちょっと出かけてきます。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.05 Wed ｶﾞｳﾝ姿が···｡

大倉担まひるですけども。

今日はいっぱい届き物がありました。

まずお友達のはるかさんから誕生日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄが届きました。

ｸﾞﾘｰﾝの袋に入ってたのがﾌﾞﾀさんのｱﾛﾏ加湿器で。

（↑むっちゃ可愛い♥

早速今日から使わせていただきます。

なんかこの加湿器がなぜか忠義をにおわせるのはあたしだけですか???
はるかさん、ありがとう!!!!!

で、お友達に頼まれてた大阪限定ｸﾞｯｽﾞが届いたので

近々送ろうと思います。



(↑ｽﾉｰﾄﾞｰﾑとﾎﾟﾁ袋。

(↑一応中身確認のため開けました。

可愛い♥

数人のお友達に頼まれてたため２人のお友達に

頼みました。

あたしの分はまだ届いてないので

もうしばらく待ちたいと思います。

で、GM〜踊れﾄﾞｸﾀｰの です。

これ仕事でほとんど見れてないからがっつり見たいと思います。



そしてたぶん明日にはPSPが戻ってくると思われるので

AKBのｹﾞｰﾑとﾓﾝﾊﾝの続きをやろうと思います。

もうすでにﾓﾝﾊﾝ禁断症状が起きていて

１日も早くやりたいとｳｽﾞｳｽﾞしています。

あたしもすばると一緒でﾍﾀｸｿですけど。(笑
(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

で、今日は今年初の にも行ってきました。

それで帰りが早かったわけです。

案外空いてて早く終わったので。

薬も１５分ぐらいでもらえたし。

これが混んでると９０分待ちとかあるんですよ。

が近かったら１度帰ってから

って思うんですけどもらってる薬も特殊ですし、

まで３０分かかるので

結局待つしか仕方ないんですけどね。

あたしの主治医の先生が居るのが月曜日の午後と水曜日の午後と金曜日の午前中なんですね。

で、月曜日はがっつり仕事だし、金曜日だと薬が金曜日までしかないので

そこがもし で行けなかったら

ｱｳﾄなので水曜日に行けるのが１番なんです。

だからﾜｶﾞﾏﾏ言って水曜日に早退させてもらって

に行ってます。

そう、昨日、 で買った

「豆乳ﾚｱﾁｰｽﾞｹｰｷ」がもっそい美味しかったんです♥

豆乳だからあんまり甘くないのかなぁ???
とか思ったんですけどﾚｱﾁｰｽﾞの味が上品で美味しかったです。

お勧めです♥

なんかﾊﾟｯｹｰｼﾞが豆腐みたいになってるやつなんですけど。

なんか昨日ﾊﾟﾊﾟﾝに夏場、ｸｰﾗｰをつけてたことを怒られて。

でも納得がいかなくて。



なぜならﾊﾟﾊﾟﾝが冬場に１日中暖房つけっぱなしで

部屋にいるからです。

あたしは７月８月は夜しかｸｰﾗｰつけてなかったんですよ。

窓開けて扇風機使ってた方が涼しかったので。

それで９月に入ってからあたしの部屋南側が全面窓なので

西日が当たってそのままにしておくと

もっそい暑いのでｶｰﾃﾝ閉めてｸｰﾗｰつけてただけなので。

しかも仕事休みの日だけですよ。

ﾊﾟﾊﾟﾝなんて１日中ずーっと部屋に閉じこもってるので

毎日のことだし、全然説得力がなくて。

逆にイラっとします。

何言ってるの???
って思いました。

そうゆう勝手な人なんです。

だから苦手です。

だからﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝが離婚したらﾏﾏﾝはﾊﾟﾊﾟﾝと暮せと言うけど

絶対無理。

自分の言いたいことだけ言って人の話は昔から聞かないし。

それでﾏﾏﾝもｷﾚちゃってて。

なんかあたしでさえわかるなぁって思うもん

一緒にいるﾏﾏﾝはもっと感じてると思う。

つーかWebでエイトのあけおめﾑｰﾋﾞｰ見たんですよ。

ﾗｲﾌﾞ後ですよね???
たぶん。

忠義のｶﾞｳﾝ姿にﾉｯｸｱｳﾄされました。

胸元がｴﾛｲ。

なんかそこだけじっくり見てしまいました。

（↑THE変態。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.07 Fri 久々にGM

大倉担まひるですけども。

昨日帰ってきてからAKBのｹﾞｰﾑやってたら

こんな時間に。(笑
そんなわけで寝てないです。

あ。PSPのｹｰｽはこんな感じです。

(↑ｦﾀｸ丸だし。(笑
最近開き直り傾向にあります。

（↑ﾓﾝﾊﾝ１ｺ前のやつと新しいやつです。

ﾃﾞｰﾀが移行出来るのでとりあえずは古いやつを進めてます。

古いやつの攻略本も買ったし。

ﾎﾝﾄは新しいやつの攻略本買おうと思ってたんだけど

売ってなかったんだよね

だから古いやつを進めてるってわけ。

またﾓﾝﾊﾝの攻略本が辞典並みに分厚いわけ。

まだｸﾘｱとかしてないし。



さっきからお腹痛くて。

たぶん冷たいｼﾞｭｰｽ飲んで寝ないで

グダグダしてたからだと思うけど。

昨日もお腹痛かったんだよなぁ。

最近たちょと一緒でお便秘だったからなぁ。

一時期調子良かったのに···｡

あ。GMの特典映像のﾊﾞｰｽﾃﾞｲ風の忠義だけ見た。(笑
めっちゃ面白かった。

やっぱり大倉忠義は天然だと思う。

あと初回特典のﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝとﾍﾟﾝｹｰｽも見たけど

可愛かったよ。

ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝが注射の形になってるの。

それを写真撮れよって思ったでしょ???

寝てなくてめんどっちぃんです

気が向いた時に写真ｱｯﾌﾟします。

（↑ｱﾊﾞｳﾄ先生。

あ。ちなみにDSiはﾋﾟﾝｸです♥

白にするか迷ったんですけど無類のﾋﾟﾝｸ好きなので。

弟に趣味悪いって言われたんですけど。(笑
あとWiiとかも欲しいんですけど

さすがにお金がないです

そんなにｹﾞｰﾑにつぎ込めません。

それならPSPやDSのｿﾌﾄ買った方がいいし。

ﾏﾘｵ系のｹﾞｰﾑ持ってないんで欲しいなぁって思ってるんですけど。

ツアーも終わって丸ﾁｬﾝとヒナﾁｬﾝは舞台。

ヨコはﾄﾞﾗﾏ。

さてさて大倉忠義さんは何してるんでしょうね。

ﾚﾝｼﾞｬｰ見た感じでは３日ぐらいまでは

実家でゆっくり過ごしたっぽいですけど。



いいなぁ、家に帰ったら忠義が居るんだよ。

そのｼﾁｪｰｼｮﾝ１度でいいから味わいたいです。

もしくは家に居ると忠義が帰ってくるとか。

いや〜ん♥

想像しただけで変態妄想劇が始まってしまうわ。

（↑やめなさい

あれ???そういや今日ヲタ誌発売日だっけ???
１０時になったら即効買いに行ってこよー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.07 Fri ｹﾞｰﾑ三昧の１日でした。

大倉担まひるですけども。

昨日、寝ないでAKBのｹﾞｰﾑ２回やって

あたしの思惑通りにことが進んで

１回目は大島優子ﾁｬﾝから神告白。

２回目があっちゃんから神告白。

このｹﾞｰﾑは心が痛みます。

なんか好いてくれてるのを振るのは辛いです。

で、その後、ﾓﾝﾊﾝを３時間やったとこで

疲れて果てました。

で、３時間ぐらい寝たら復活です。

また後でﾓﾝﾊﾝやろうと思います。

ﾎﾝﾄｺﾒﾚｽもせずｹﾞｰﾑ三昧ですみません

どうもｹﾞｰﾏｰの血が騒ぐのです。(笑

ｹﾞｰﾑのやりすぎで視力落とした人ですから

決して勉強のやり過ぎではないです。(笑

ｴｲﾄﾒﾝがﾓﾝﾊﾝにﾊﾏる理由がよくわかります。

あたしもﾊﾏってますもん。

ﾚﾝｼﾞｬｰの忠義以外を読んでないぐらい。(笑
しかも薬を飲んだので今、若干眠いです。

じゃ、短いですがまたに〜ん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.08 Sat とにかく眠いんです。

大倉担まひるですけども。

今日は珍しく早番でこの時間に に居ます。

今日は寒いですね。

山梨では今夜−５度まで下がるらしいです。

もう手が冷たくて全然暖まらなかったんですけど

ご飯食べてちょっと暖まりました。

そうそう、DSiのﾃﾞｺｼｰﾙと新しいiPhoneのｹｰｽを

買いました。

写真だと見にくいけどめっちゃ可愛いです。

iPhoneのｹｰｽは買った時はｼﾘｺﾝの黄色のｹｰｽに入れてたんですけど

今回はﾘﾗｯｸﾏのﾊｰﾄﾞｹｰｽに変えました。



（↑むっちゃ可愛い♥

昨日結局ﾌﾞﾛｸﾞ書き終わったら眠すぎてﾓﾝﾊﾝやらずに

寝ちゃったんですよ。

今日も眠いのでそろそろ寝ようかなぁと思ってます。

全然内容ないですけど

お休みなさーい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.09 Sun 体調最悪。

大倉担まひるですけども。

体調悪くて仕事休みました。

頭とお腹痛くてたぶん女の子の日になるんじゃないかと。

で、昨日とか早く寝過ぎたために腰が痛くて

寝て居られないので一端起きてみました。

そんな寝ても起きてもいられない時ってありますよね???

で、ﾒﾛﾒﾛのたっくん。が成長しました。

meromeroparkはこちら

青いｸﾏなんて初めてみたんですけど。

で、体調悪いので寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.10 Mon 疲労MAX

大倉担まひるですけども。

昨日、一昨日と寝過ぎのため腰と肩こりが

ひどくてしんどいです

でもとりあえず復活です。

ご心配おかけしましてすみません。

元気いっぱいってわけでもないですが

とりあえずﾌﾞﾛｸﾞ更新するまでは回復。

そうそう、まだPOPAYE買ってないの

体調悪かったから買いに行けなくて。

明日早速買いに行きたいと思います。

内容によってはまとめ買いもあるかも。

なんか結構ﾓﾃﾞﾙさんっぽい感じで写ってるらしいので

楽しみです♥

そんなただﾁｬﾝ見て吐血しちゃうのねー。

ぐふぁ。

すみません。

疲れてるので寝かせていただきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.11 Tue 今日はヨコﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏ見れるかなぁ。

大倉担まひるですけども。

最近ｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞですみません

今日はがっつり書きたいと思います。

今日は寒いです。

最高気温が６度で最低気温が−４度らしいです。

なんか毎年暖冬とは言うけど寒いものは寒いんです。

最高気温が１０度ぐらいまでいってくれると

まだ暖かいんですけどねぇ。

ちなみに今−２度らしいんですが

体感温度は−７度らしいです。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

寒いはずだよー

全然部屋も手も暖まらないし。

寒さに強い方だけどこうも寒いと冬眠したくなります。

超新星は好きだけど「shining☆star」の腰ﾌﾘは嫌いです。

ちょっとあれはどぎついと思う。

先輩にはﾊﾞｶｳｹだったけど。(笑

さてさて体調も良くなったことだし、

今日も狩りに出かけますか???(笑
（↑ﾌﾞﾛｸﾞがっつり書く宣言したばっかりですが何か???
もちろんがっつり書きますよ。

あ。そうそう、そろそろヒナﾁｬﾝのB.Dﾘﾇに変更しないとなぁ。

今日作れたら作ります。

なんか今週のｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰのヒナﾁｬﾝがすっごく好き♥



いい顔してるよね???
ヒナﾁｬﾝに子供好きってｲﾒｰｼﾞなかったんだけど。(笑
丸ﾁｬﾝは髪が伸びる途中段階であんまり好きじゃないんだけど。

そういえば丸ﾁｬﾝ、髪切ったんだっけ???
ｶｳｺﾝの時、すでに短かった???
全然覚えてないんですけど。(笑
もう玉子が愛しくて♥

なんかあたし寿司ﾈﾀでも玉子が好きだから

絶対お寿司食べる時は玉子食べるんだけど

絶対玉子食べながらニヤニヤしちゃうんだろうなぁ。

（↑ある意味変態

今日からヨコﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏが始まるんだけど

起きていられる自信がないんですけどー。

ｼﾞｮｰｶｰはそれでも半分以上見れたのね。

でもフリ家は１回しか見れなかったのね。

だから見れる自信が全くないってゆーね。

２１時ぐらいには眠くなっちゃうんだもん。

でも見たーい。

なるべく頑張って起きていようかなぁとは思ってますけど。

またヨコﾁｬﾝにハマっちゃうんだろうなぁ。(笑

早速浮気ですか???福原さん!!!!!

いやいや、やっぱり大倉さんですよ

きゅんきゅんきゅーん♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.11 Tue ★ｺﾒﾚｽ★

ｺﾒﾚｽ遅くなってすみません。

しかも去年のやつが残ってるってどうゆうことですか???
ﾎﾝﾄすみません。

そんなわけで反省しつつ

ｺﾒﾚｽ始めたいと思います。

じゃ、行っちゃってー。

★ｺﾒﾚｽ★

はるさん（＠忠義）

るかさん

うららさん（＠亮）

フルマリさん（＠忠義）

ふーたんさん（＠忠義）

杏梨さん（＠忠義）

あずささん（＠忠義）

あおさん（＠嵐）

さささん（＠忠義）

はるかさん（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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はるさん（＠忠義）

金髪忠義くん、広島公演かな???
雑誌に載ってましたよね???
チラ見しただけなのでなんの雑誌か

忘れました。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
睡眠薬飲むとハイになります???
ﾊﾙｼｵﾝが多いんでしょうかねぇ???
あたし、全然ですよ。

薬なしで眠れるのが１番ですよね。

あ。ﾎﾟﾊﾟｲ見ました???
ﾅﾁｭﾗﾙな髪形の忠義くんが見れました。

ｶｯｺｲｲです♥

るかさん

１週間寝たきりだったんですか???
それはひどい風邪をもらっちゃいましたね。
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ﾗｲﾌﾞも見れなくて残念でしたね。

でもｸﾞｯｽﾞ買いに行けただけでも良かったですね。

気分だけでも味わえたってことですもんね。

次はﾗｲﾌﾞ見れるといいですね。

壁紙は画像いじるｿﾌﾄを使っていて

ﾊﾟｿｺﾝのｻｲｽﾞに合わせて画像ﾍﾟﾀﾍﾟﾀ貼っていくだけなので

根気との勝負です。

年賀状にﾚﾝｼﾞｬｰ載せたんですね。

あたしはヲタ用は忠義くんONLYです。(笑
あ。やっすん、髪切りましたね。

相方が喜んでました。

うららさん（＠亮）

確実に変態仲間ですよね???(笑
だって亮担と倉担ですもん。(笑
家用のｹｰｷはｹｰｷ屋さんのｹｰｷだったんですけど

このｹｰｷは のｹｰｷなんです。

で出してる

通常置いてあるｹｰｷのﾃｨﾗﾐｽが美味しかったので

それでこれを買ったんですけどめっちゃ美味しかったです♥

あ。NEWSの 見ますね。

亮ﾁｬﾝが激かわゆすなんですか???
それは楽しみです♥

今年もよろしくお願いします。（○┓ﾍﾟｺﾘ

年賀状届きましたか???
うららさんの亮ﾁｬﾝと忠義くんのｺﾗﾎﾞ年賀状も

すごく嬉しかったです♥

ありがとうございます。

フルマリさん（＠忠義）

なんかこっちではまだ雪が降ってないんですよ。

いつもだいたい１月か２月に降ります。

お昼のﾗｲﾌﾞ間に合いましたか???
この時期って雪の影響受けやすいので

怖いですよね。



うちも東京ﾄﾞｰﾑ帰ってきてすぐ事件勃発しました。

なんか悲しいのと同時にいい加減にしてよって

気持ちでいっぱいでした。

その事件はとりあえず解決したのですが

相変わらず離婚問題は保留です。

ふーたんさん（＠忠義）

そうですよね???
大好きな彼らに逢うためならお仕事も

頑張れますよね???
こちらこそありがとうございます。

今年もよろしくお願いします。

そうですね。

いつかお会いできたらうれしいです♥

楽しみにしてますね。

いやいや、全然。

あたしなんてみなさんに比べたら忠義素人ですよ。(笑
ﾎﾟﾊﾟｲ見ましたか???
ﾅﾁｭﾗﾙの髪形の忠義くんがめっちゃｶｯｺｲｲです♥

（↑一人興奮。

体調なんとか回復しました。

ご心配おかけしました。○┓ﾍﾟｺﾘ

杏梨さん（＠忠義）

明けましておめでとうございます。

お正月は仕事大変でしたね。

でも無事終えて今はまったり仕事してます。(笑
ｶｳｺﾝのｴｲﾄ、めっちゃ面白かったですよね。

めっちゃ笑いましたもん。

こうゆうｴｲﾄが大好きです。

なんか全然ﾌｧﾝを飽きさせないんですよねぇ。

さすがです。

今年もよろしくお願いします。



あずささん（＠忠義）

明けましておめでとうございます。

年賀状届きましたか???
忠義くん、気に入っていただけましたか???(笑
最近ｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞだったんですけど

また今日から気合い入れてﾌﾞﾛｸﾞ書きますので

今年もよろしくお願いします。

あおさん（＠嵐）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

仕事でﾘｱﾙﾀｲﾑに番組が見れなかったり

忙しくて を繰り返し見る時間がないとか

学生の頃に比べたらそうゆう問題たくさんありますよね???
なんかわかっていただける方が居てくれてすごく嬉しいです。

あおさんもﾌﾞﾛｸﾞやられてるんですね。

ありがとうございます。

これからもあたしはあたしのﾍﾟｰｽで

書きたいことを書こうと思います。

さささん（＠忠義）

あたしも忠義くんが大好きです♥

これからの活躍が楽しみですね。

ﾎﾟﾊﾟｲ見ましたか???
なんか関ｼﾞｬﾆ∞、大倉忠義とゆう名前に

とらわれずただ一ﾓﾃﾞﾙとして写ってる忠義くん。

こうゆう形もあってもいいかなぁって思いました。

はるかさん（＠忠義）

あたしは丸ﾁｬﾝの舞台は特に行く予定ないですね。

行きたいなぁとは思うんですけど

今月は金銭的に厳しいですね。(苦笑

あ。AKB好きですよ。

RIVER辺りからなんでもっそい最近なんですけど。



あっちゃん推しだけど大島優子ﾁｬﾝも可愛いと思うし、

たかみなも可愛いなぁって思うんで

結構１人には絞れないですね。

うーん。でもやっぱりあっちゃんかなぁ。(笑
なんでも聞いてください。(笑



2011.01.11 Tue ﾓﾃﾞﾙに白ﾓｼﾞﾓｼﾞ。

大倉担まひるですけども。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやらせていただきました。

お待たせしててすみません。

該当者の方は見てくださいねー♥

ｵﾘｽﾀ、めっちゃ面白かった。

なんかｶｳｺﾝの特集が載ってたんだけど

ｴｲﾄの寿司ﾈﾀが満載。

しかも忠義の白ﾓｼﾞﾓｼﾞくんとヨコの黒ﾓｼﾞﾓｼﾞくんまで

載ってた。

あぁ。正面で見たかったぁと思うのはあたしが

変態だからですか???
あと。忠義のﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞが載ってた。

これDVDにしてくれませんか???
特典でいいんでﾃｲﾁｸさんよろしくお願いします。

全員のﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ映像が見たいのでぜし特典で。

でも家のことﾈﾀにしてるからDVD化は無理かなぁ。

あと玉子大倉とエビ安田の絡みが好きだ。

で、POPEYE。
全然関ｼﾞｬﾆ∞とか大倉忠義とかそんなの

目次に載ってないのよ。

普通に「僕、ﾓﾃﾞﾙですけど何か???」みたいな感じで

載ってて結構何ｼｮｯﾄも載ってて

盛り盛りしてない普通のﾅﾁｭﾗﾙの髪形も

見れてそれがすっごいかっこよくて

やっぶあぁいです。

とにかく大倉担は必見です♥

eighter必見



これからもこうゆうﾓﾃﾞﾙの仕事ってやって欲しいなぁって

思う。

だってもっそいｲｹﾒｿだし、ｽﾀｲﾙだって最近は悪くないし。

ｶﾞﾘｶﾞﾘでもなければﾏｯﾁｮでもないし、

程よく肉がついててあたしはもうちょっとぷにぷにしてても

平気なんだけど

でも今のたちょ、もっそいｽﾃｷだよ。

（↑何この上から目線。

いや、前からたちょはｽﾃｷなんだが。(笑
やっばうぁいぐらいｶｯｺｲｲ♥

で、ｱﾘｰﾅ３７℃。

東京ﾄﾞｰﾑの記事が載ってるんだけど

結構載ってます。

見開きで５ﾍﾟｰｼﾞ。

なんかそれがｶｯｺｲｲんだ。

写真がｲﾁｲﾁｶｯｺｲｲ。(笑
やっぱ音楽雑誌っていいよね???

そんなわけで今日買ってきた雑誌で

きゅん死した大倉担まひるですけども。

ちなみに女性自身は今年ｶﾚﾝﾀﾞｰが発売になる出版社で

どうやら連載が始まる模様。

そんなわけで毎週ﾁｪｯｸした方がよさそう。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.12 Wed 撃沈。

大倉担まひるですけども。

昨日、夕方、拉致られまして

職場のﾊﾞｲﾄの子の送別会で。

あたしは２１時までには帰るんじゃーと思いつつ、

一次会が２１時前に終わったんで

帰ってきたんですけど

帰ってきた頃には眠すぎて

頭が赤ﾍﾞｺのようになってまして

結局ヨコﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏ見ずに寝てしまいました

おーい。

CONTROL楽しみにしてたのになぁ。

ちなみに昨日のめざましのヨコちょは見たよ。

VTR出演だったけどどうも泉谷さんと打ち解けてると

思ったらｸｲｽﾞｼｮｳで共演してましたもんね。

ご縁がありますね。

そのｽｰﾂ姿のヨコちょにぐらんぐらんしてしまったわけです。はい。

年明けそうそう浮気ですか って

思ったもんなぁ。

いや、全然浮気じゃないけど。

ヨコ贔屓目の大倉担だから。

もうﾀﾞﾒですね。

ヨコがﾄﾞﾗﾏの時期になるとそわそわしちゃって。

（↑結局見てないくせに

来週こそ見れるように頑張ろう

４時から起きてるので眠いです。



あと２時間ぐらい眠れるんで寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.12 Wed 玉子しか見えへんし。

大倉担まひるですけども。

ｶﾞｲﾄﾞとｼﾞｮﾝ買ってきました。

どっちもｶｳｺﾝの記事が載ってたんで。

もっそい寿司の着ぐるみが取り上げられてるんですけど。

やっぱあれはｲﾝﾊﾟｸﾄ大だったよなぁ。

玉子しか目に入ってなかった残念なあたしですけども。

当分このﾈﾀで行くな。

絶対お寿司食べようと思ったら思い出すし。

もう に寿司が映った瞬間、

玉子ーーーーーーっっ!!!!!

ってなってたのは事実ですもん。

まぁ、所詮近くのｴｲﾄﾒﾝより遠くの大倉忠義を

見てしまう悲しい性。

もう1人で玉子が寝たーーーーーーっっ!!!!って発狂ですよ

玉子が笑ってるぅーーーーーーーーーっっ!!!!（←不気味なあたし。

エビの安田といちゃこらしてる写真も見たしね。(笑
なんか京セラは今回大倉担にはネ申公演になったしね。

ｳｲﾝｸｷﾗｰでやっすんから愛の告白をされるたちょ。

ﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞで実家ﾈﾀをやるたちょ。

最後の挨拶がたちょ。

全部見たい。

だからテイチクさん、特典でつけてください （切実

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.14 Fri 今年もあたりましたか???

大倉担まひるですけども。

また今年も牡蠣にあたりましたか???
そんな人も珍しいかと。

あたし、１度もあたったことないよー。

牡蠣は好きだけど。

でも子供の頃は牡蠣が全く食べれなかったの。

大人になって食べれるようになったものの１つだね。

あとはﾋﾟｻﾞとか。

ﾋﾟｻﾞも大人になって食べれるようになったから。

子供の頃は全く臭くて食べれなかった。(笑
大人になって変わった物って結構あるよ。

花粉症が治ったとか。

高校までは花粉症だったからね。

結構この変化ってすごくない???

ｵｲｽﾀｰに拒否られる大倉さん。

ｳｹる。

いや、笑っちゃいけないね。

いや、でも２年連続ともなると

ちょっと笑える···｡

いや、ｺﾞﾒﾝね。ｺﾞﾒﾝね。

だってﾈﾀにしか思えないぐらい珍しい出来事だよ。

あたしのもずく酢と一緒かしら???
大好きなのに体が受け入れてくれないってやつ。

食べると吐くの。

１度目は体調悪かっただけかなぁとか思ってたんだけど

３度目になってあぁ、あたしの体はもずく酢を受け入れないんだ???
って気づきました。

たぶんただﾁｬﾝはそれでもやっぱり牡蠣を

食べるんだろうなぁって思うけどね。



頑張れ、ただﾁｬﾝ。

牡蠣に負けるな。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.17 Mon 金髪少年ヽ(´ー｀)ノﾏﾝｾｰ。

大倉担まひるですけども。

今日も寒いですね。

昨日はあたしの住んでる所でも が降りました。

仕事に行く頃にはほぼ溶けてましたけども。

ﾒﾛﾒﾛのたっくん。が成長したんですけど

またしてもブーﾁｬﾝの鼻に。(笑
お前、熊だろ???
と突っ込みどころ満載でございます。

なんか前もブーﾁｬﾝの鼻になったことあるんだよなぁ。

それは大倉忠義をｲﾒｰｼﾞしてですか???
それとも飼い主のあたしのｲﾒｰｼﾞですか???

きっと後者だな

だってただくん、今はすっきり痩せてますもん。

でもブタさんを見ると忠義の姿が浮かぶのは条件反射ですか

（↑ひどいやつ。

お友達にエイトのお正月特番、ﾀﾞﾋﾞってもらったのはいいけど

全く見れておりません

明日ゆっくり見たいと思います。

なんかもっそいただﾁｬﾝが面白かったらしいんで。(笑

そうそう、人件費削減のため残業とか休日出勤とかなくなるかも

しれません。

結構それで稼いでた部分あるんで厳しいなぁと。

休日出勤したら代休を取ることになりそうです。

あーぁ。どうしましょ。

ﾎﾝﾄうちの会社、安月給なんですよ。

前にも書いたけどｺﾝﾋﾞﾆの夜勤より安いです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ



なんか毎年この時期になると人件費削減って言ってるような···｡

そういや、PSPを買った時に名前を登録するのですが

あたし、相変わらず本名じゃなく「まひる」って名前で

登録してたんですがそれPSP先輩に貸してた時に

見られたかなぁと思って···｡

そしたらここがﾊﾞﾚるかも とか思ってるんですけど。

大丈夫ですかねぇ。

結構ヲタを晒してからﾄﾞｷﾄﾞｷなんですけど。

先輩ﾈｯﾄﾏﾝだからなぁ···｡(笑
しばらく会社のこと書くの辞めとこ。

そうそう、長らくお世話になったｵﾛﾅﾐﾝCのﾎﾟｽﾀｰを剥がし、

（↑りりかさんありがとうございました。

ﾊﾟﾁｱﾊﾟのｸﾘｱﾌｧｲﾙを貼ってみました。

うーん。金髪ただﾁｬﾝ、ｶｯｺｲｲ〜♥

〜(^д^〜)
しかもこのﾀﾞｳﾝﾍﾞｽﾄがあたし的にすっごいツボで

可愛いなぁと。

そんなわけできゅんきゅんきゅーん♥なのです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.19 Wed やっぶぁい。

大倉担まひるですけども。

やっぶぁい。

今週のｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰのヒナﾁｬﾝがもっそいｶｯｺｲｲ♥

眩しい感じでこっちを見てるんだけど

男の人のこうゆう表情好き

所謂上目使いだよね。

こんな感じで忠義に見つめられたい。

でも最近のヒナﾁｬﾝ、ｶｯｺｲｲんだよなぁ。

それは髪が短髪だからなんだけど。(笑
ヒナﾁｬﾝは絶対短髪の方が似合う。

そんなわけでやっぶあぁい報告でした。(笑

昨日買ったもの。

(↑ｼﾞｮｰｶｰのDVD-BOX。



（↑山下智久「はだかんぼー」

なんかﾀｲﾄﾙだけ見るとｴｲﾄの曲みたい。

ｴｲﾄとか歌ってそうじゃん???(笑
でも曲の内容は山久っぽい。

ちなみにｼﾞｬｹは２種類あるらしー。

（↑ｼﾞｪｼﾞｭﾝの写真集。

これHMVで買ったんだけど特典のﾎﾟｽﾀｰが折ってあったの。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
すっげぇｼｮｯｸで。

ちなみにｱﾏｿﾞﾝで買うと専用の箱に入れてくれるらしい。

でもお値段も１０００円ぐらい高いんだけど。

９５００円ぐらいしたんだけどﾎﾝﾄﾎﾟｽﾀｰがぁー。

ﾎﾟｽﾀｰの写真がかっこよかっただけにもったいない。

で、左側のﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞがついてあとまだ中身見てない···｡

ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞいらないからﾎﾟｽﾀｰ折らないで···｡と言いたい。

meromeroparkはこちら

（↑メロメロのたっくん。鼻はぶーちゃんです。（苦笑

http://meropar.jp?ref=ptag


この間までｸﾏで可愛かったのにー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2011.01.20 Thu 仕事行きたくない病。

大倉担まひるですけども。

なんか最近すごく仕事行きたくなくてﾔﾊﾞｽです

今日も朝、ﾍﾞｯﾄﾞの中でｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞしてて

仕事行きたくないなぁって。

１０分ごとに時計見てため息ついて。

なんか仕事が楽しくないんだよね。

楽しい時期と楽しくない時期が交互にやってくるんだけど

今は楽しくない時期。

なんか１２月からお正月にかけて

楽しい時期が続いたからかなぁとは思うんだけど。

まぁ、気持ちに負けずに頑張ります

ただﾁｬﾝがﾄﾞﾗﾏ決定したってﾏｼﾞですか???
最近情報に疎くてすみません

誰か詳しくご存じの方は教えていただけると

嬉しいです♥

すみません。もうすでにおねむなので

寝ます。

内容全然なくてすみません。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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http://blog.mypop.jp/?userid=1210
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2011.01.21 Fri ﾈﾀがない···｡

大倉担まひるですけども。

只今、エイトのお正月特番を見ています。

ｶｸﾃﾙの時の忠義がもっそい面白かった。

最近ﾄｰｸがさえてますよね???
大倉さん。

あとﾌﾟｰﾙのやつとかめっちゃﾜﾛﾀ。

もう丸ﾁｬﾝ爆笑。

やっぱ丸ﾁｬﾝやらかしてくれるわー。

あとやっすんの水着が脱げかけてて。(笑
半ケツで泳ぐやっすん。

ﾏｼﾞ爆笑。

こうゆう番組を待っていたのよ。

全国放送になってﾚｷﾞｭﾗｰ化しないかなぁ。

もうめっちゃ面白かった。

うーん。やっぱりエイトって面白いなぁ。

ここ３日ぐらいKARAのﾆｭｰｽがやってますね。

KARAには東方神起みたいになって欲しくないなぁって

思ってるんですけど···｡

東方神起も早く５人に戻って欲しいし。

KARAも東方神起も好きだし。

なんか書くﾈﾀがない···｡

ここ最近ﾈﾀがないんだよねぇ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.21 Fri ★ｺﾒﾚｽ★

お待たせしててすみません。

追記にｺﾒﾚｽやります。

該当者様は目を通してくださいね〜。

★ｺﾒﾚｽ★

はるさん（＠忠義）

Mariさん（＠忠義）

フルマリさん（＠忠義）

ふーたんさん（＠忠義）

うららさん（＠亮）

朋子（＠すばる）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

はるさん（＠忠義）

前半誌３誌に載ってたんですね。

なんかチラっとしか見てないので気づきませんでした。(笑
POPEYEはすごくいいですね。

思わず２冊買ってしまいましたもん。

ﾏｼﾞですか???
あたし、全然ハイにならないですよ。

でもﾊﾙｼｵﾝ(青い薬）ってハイになるらしいですね。

あたしは全然へっちゃらなんですけど。

仕事がなければ深夜３時に寝て昼間起きることも

出来るんですけど仕事があるので

毎回そうゆうわけにもいかないので

最近は夕飯前に飲んで２時間で爆睡です。

Mariさん（＠忠義）

POPEYE良かったですよねぇ♥

やっぱ男性ﾌｧｯｼｮﾝ誌って男から見ても

かっこよく写るように出来てるので

すごくｽﾃｷですよねぇ。

きゅん死するかと思いました。

ありがたすです。

雑誌のｺﾒﾝﾄが参考になりますか???
これからも頑張ります。（笑

http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


フルマリさん（＠忠義）

ですよねぇ〜。

あんなにｷｭｰﾄな寿司はいないですよねぇ。

いえいえ、フルマリさんのお子さんも可愛らしくて。

今回お子さんの写真の入った年賀状を３通ほどいただいたのですが

どれも生き生きとしてて早く子供欲しいなぁなんて

思いながら見てました。

４０分遅れですか???
あのｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞがｶｯｺｲｲのにもったいないですね。

でも見れて良かったですね。

これで見れなかったらｼｮｯｸですもんね。

来年はｶｳｺﾝですね。（笑

仕事行きたくない病わかっていただけます???
フルマリさん、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞですか???
大丈夫ですか???
ゆっくり寝て早く治してくださいね。

わかります。

行けないは行けないで気持ちがﾓﾔﾓﾔしますよね???
行きたくはないんですが体調悪くなって休むと

もっそい気がひけますよね???（笑

あ。ﾄﾞﾗﾏ情報ありがとうございます。

とりあえず正式発表される前に記事にｴﾝﾄﾘｰすると外野が

うるさいので（笑

また正式発表されたら記事にしますね。

でも堀ｷﾃｨｰを妊娠させちゃう役って複雑な心境···｡（苦笑

ふーたんさん（＠忠義）

牡蠣に２年連続であたるなんて珍しいですよね???
去年以上に当たり年になるんじゃないでしょうか???（笑

イカもあたるんですねぇ。

うち魚屋なのであたったら困るんですよー。

商売になりませんからねぇ。

たぶん営業停止とかになっちゃうんじゃないかと。

健康が１番ですね。

はだかんぼーってﾀｲﾄﾙだけ聞くとｴｲﾄっぽいですよね???



やまぴーっぽくないってゆーか。

うららさん（＠亮）

DVD-BOXって高いですよね???
なんか我慢もしないとﾀﾞﾒだなぁとは思うんですけどねぇ。

たちょ、ﾄﾞﾗﾏ決定したんですね。

とりあえず正式発表があるまでは記事にｴﾝﾄﾘｰしないですけど

情報ありがとうございます。

堀ｷﾃｨｰと一緒ですか???
うーん。微妙な感じですね。

朋子（＠すばる）

手紙届きましたか???
それは良かった♥

名前の変更も了解です。

なんかまたﾌﾞﾛｸﾞ始めてくれて嬉しいよ。

なんか最近周りで辞めてく人多いから。

またブログを通して絡んでいけたらいいなぁと

思ってます。

あとﾒｰﾙ交換とかもしたいね。

今年はｶﾞﾝｶﾞﾝに絡んでいこうね。

相ﾘﾝOKでーす。

ﾘﾝｸ貼っておいたので変更等あれば言ってね。



2011.01.21 Fri しんちゃんって···｡

大倉担まひるですけども。

朝っぱらから年末にやった

みなさんのおかげでしたのきたなｼｭﾗﾝのにのがｹﾞｽﾄだったやつを

見てました。

朝からどうゆうﾁｮｲｽなのかは自分でもよくわかりません。

そうそう、それで休日限定の「イケメンですね」を

見てました。

特に録画もしてないので休日限定なのですが

面白いです

やっぱり韓国ﾄﾞﾗﾏって面白いですね。

なんか絶対ないだろーってゆう設定が面白いです。

で、絶対意地の悪い女子が居ますよね???
それは日本のﾄﾞﾗﾏも一緒ですかねぇ。

ﾕﾁｮﾝのﾄﾞﾗﾏも見たいなぁって思ってるのですが

TSUTAYA限定ﾚﾝﾀﾙとかで絶対当分借りれないだろうと

思ってます。

まだﾚﾝﾀﾙも始まってないんですけどねぇ。

あ。ちなみにイケメンですねの設定を話すと

イケメンﾊﾞﾝﾄﾞのﾎﾞｰｶﾙに双子の妹が男に扮装して

加入してその中で恋愛模様が描かれるお話です。

まぁ、面白いので見てください。

今はﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞでやってます。

あ。この間、CONTROL見たんですよ。

でもねむねむの中で観たので全く覚えてません

ヨコちょ、ｺﾞﾒﾝ。

せっかく頑張って見たのに結果がこれじゃ意味がねぇ。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ



はい。すみません。

忠義のﾚﾝｼﾞｬｰ見てて冒頭でしんちゃんとやすと相変わらず遊んでます

宣言みたいなのがあったんですが「しんちゃん」と言われ

真っ先に思いついたのが「クレヨンしんちゃん」でした。（笑

えぇ

クレヨンしんちゃんと遊んでるのか

って真剣に思った残念な子、福原です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

eighterなら真っ先に思いつくのが村上信五さんでなければいかんですよ

だってだって。次のｼﾝｸﾞﾙいつなんだろう って

気になってたんですもん。

だってしんちゃんなんて呼びなれないんですもん。

ヒナﾁｬﾝはヒナﾁｬﾝですよ

しんちゃんなんて···｡

クレヨンしんちゃんしか呼ばないもん。

あ。最近ﾓﾝﾊﾝやってないんですよ。

やりたいのは山々なんですが時間がなくて。

起きてる時は 聴いてるか 見てます。

珍しく···｡

あんまり時間ないんですけどね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.23 Sun ただよしんご。

大倉担まひるですけども。

棚が やら でいっぱいで

全く置ける場所がなくなってしまった。

（↑こんな感じ。

もう置ききれなくてﾌﾟﾘﾝﾀｰの上まで占拠。

とりあえず休みの日に少し片付けよう。

ってか結構ﾌﾞﾛｸﾞ書いてる時ってAKBの曲聴いてることが多いんだけど

なぜかと言うとﾃﾝｿﾝが上がるから

ちなみに今は「言い訳Maybe」を聴いてます♥

やっぱりﾌﾞﾛｸﾞ書くのにはﾃﾝｿﾝ上げ上げ でいかないと

全く何も書けないんですよねぇ。

あたし、夜あんまりﾌﾞﾛｸﾞ書けないから早朝にﾌﾞﾛｸﾞ書くことが多いんですけど

やっぱり眠いんですよね。

そうゆう時にAKB聴くとお目目ﾊﾟｯﾁﾘですよ

そうそう、AKBのｹﾞｰﾑをやってるとｹﾞｰﾑ内でｶｰﾄﾞをｹﾞｯﾄ出来るんですけど

それ、他の人からもらったりも出来るんですよ。

ｶｰﾄﾞ網羅したいんで先輩と後輩と交換しようかなぁとか

思ってるんですけどあたし、まだ３回しかｸﾘｱしてなくて

ｶｰﾄﾞ少ないんですよねぇ。



あっちゃん推しだけど最近たかみなも好きなんだよなぁ。

あっちゃんとたかみなと大島優子ﾁｬﾝの３人がひしめきあってる。（笑

そういや、忠義がﾚﾝｼﾞｬｰでPOPEYEでﾓﾃﾞﾙやらさせていただいたことに

対して発言してましたね。

なんか今年はこうゆうお仕事も増えそうですね。

肩書きもなく、ただのﾓﾃﾞﾙとしてのお仕事、

あたしは頑張ってほしいなぁって思います。

忠義も満足いく出来だったみたいで。

満足いくお仕事が出来たってことはそれだけ自分の

自信に繋がりますしね。

いいお仕事が出来たんじゃないかと思います。

（↑なぜに上から目線。

それにしてもやっぶぁいです。

ｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰのヒナﾁｬﾝ。

この間も書いたんですけど１度じゃ満足いかず

２度目も書きますけどあのヒナﾁｬﾝの上目遣い。

死んだう。

なんか の上らへんに貼ってあるので

ちょっと目線を上にして見るとヒナﾁｬﾝの視線が

痛い程突き刺さってきます。

ステキすぎる

忠義にこれやられたら悶え死にしますけど何か

ヒナﾁｬﾝのﾍﾟｰｼﾞ１ヶ月も見てたら恋に落ちますって

そのぐらいお気に入りのｼｮｯﾄです♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.25 Tue 片付けてみました。

大倉担まひるですけども。

今日はねむねむです。

１０時に起きたのに全然頭がｼｬｯｷﾘしません

昨日の夜も早く寝たのに···｡

逆に寝過ぎなのかも···｡

１１時間ぐらい寝てるもん。（笑

それでも疲れてる日となると１７時間ぐらい寝ちゃう。

だから今日なんてマシな方かと。

うーん。でもねむねむの日だから

この後寝る可能性も高い。（笑

今日、部屋の片づけをしようと思ってるんだけど

今までエイトの ってﾊﾞﾗﾊﾞﾗに置いてあったので

今日揃えて置こうかなぁと。

まず探すのが大変だけど今、思いつきました。（笑

そういや、自分でエイトのｼﾝｸﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝと題して

ｼﾝｸﾞﾙを集めた 作ったんだけど

どこにやったんだろ

それ、iTunesに入れるとちゃんと関ｼﾞｬﾆ∞ｼﾝｸﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝって表記されるの。

ちょっと感動じゃない

あたしが勝手に作ったやつなのに。（笑

で、 と を片付けてみました。

思ってた以上にエイトの があってびっくりしました。

うーん。人間本気になれば短時間で片付くものだなぁと。（笑

まぁ、棚の奥に開いてるｽﾍﾟｰｽがあったんで

押しこんだだけですけども。

元々そこにはｺﾝﾎﾟが置いてあったんですけど

ｺﾝﾎﾟが壊れてしまったので片付けただけです。（笑

なのでうちにはｺﾝﾎﾟなるものがありません。



あるのは とﾗｼﾞｵ（CDも聴ける）があるだけです。

一応、iPodとかあるんですけど

ｽﾋﾟｰｶｰを買おうか迷ってる最中です。

普段 は で聴いてます。

iPodのｽﾋﾟｰｶｰで聴いたらたぶんもっと良い音で聴けますよねぇ。

悩むなぁ。

貧乏暇無し子ﾁｬﾝだからなぁ。

あ。そうそう、ジュニア情報局のﾊｶﾞｷが切れたので

継続しようか迷って結局新規で申し込みました。

なぜって

それは前回の申し込みの時にさかのぼるんですけど

好きなｼﾞｭﾆｱの名前のとこ「中島健人くん」で申し込んだのに

ｼﾞｬﾆｰｽﾞｼﾞｭﾆｱで登録されてたんでﾘﾍﾞﾝｼﾞしたわけです。

今度こそ中島健人くんで申し込みされますように。

ﾅﾓﾅﾓ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.25 Tue 「イケメンですね」

大倉担まひるですけども。

いやぁ、今日も「ｲｹﾒﾝですね」は面白かったよ。

あたしは最初、ｼﾇさんの方が好きだったんだけど

最近はﾃｷﾞｮﾝさんが好きです

うーん。ﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸ最高です （←ﾃｷﾞｮﾝ役俳優さん。

ﾃｷﾞｮﾝがいよいよﾐﾅﾑにkichuしましたね。

もうあたしのﾃﾝｼｮﾝMAXでした

なんかそういえば眠れない土曜日の夜に韓国ﾄﾞﾗﾏの

「イタズラなKISS」を見たんですけどなんか毎週やってたみたいで。

今もやってるのかなぁ

ちょっとTVｶﾞｲﾄﾞ見たらまだやってるみたい。

でも深夜だから見れないなぁ。

録画してまで見たいと思ってるわけじゃないし。

「ｲｹﾒﾝですね」はちょっと今日の続きが気になるので

録画して見ようかなぁって思ってるけど。

そういや、今のKAT-TUNｶﾚﾝﾀﾞｰの淳之が金髪と茶髪が混じって入ってて

今度のｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰも忠義の金髪とｱｯｼｭｸﾞﾚｰが混じって入ってないかなぁと。

あ。でも今回ﾍﾟｰｼﾞ数少ないんだっけ

日替わりだとめんどっちぃから今のｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰみたく

２週づつだとﾍﾟｰｼﾞ数もそこそこあるし、

捲るのもめんどっちくないんだけどなぁ。

追記にｺﾒﾚｽ

朋子（＠すばる）

ふーたんさん（＠忠義）

あみさん（＠章大）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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JUGEMテーマ：ジャニーズ

朋子（＠すばる）

そうなんだよねぇ。

昔絡んでた子って結構ﾌﾞﾛｸﾞ辞めちゃって

それで連絡も自然と途絶えちゃって。

今でも連絡取ってるのはりかとか未樹とかかなぁ。

みほとかちろりとも最近連絡途絶えてるし。

なんか他にもたくさん絡んでる子居たけど

連絡途絶えちゃってる。

なんか悲しいよね???
だから朋子から手紙来た時、嬉しかったもん。

ふーたんさん（＠忠義）

ﾏｼﾞですか???
あたしの部屋、もう棚を買うｽﾍﾟｰｽもないですよ。

とりあえずちょろっと片付けてみましたけど。（笑

パソコンを新しくした時に心機一転で棚買って

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ買い換えたんですよ。

TVを買い換えてもいいようにちょっと大きめの棚を

買ったのでそれだけで部屋がいっぱいです。

POPEYEのﾓﾃﾞﾙ姿最高にｶｯｺｲｲですよね???
あたし、今の髪形好きです♥

あみさん（＠章大）

学生さんだとなかなかﾄﾞﾗﾏのDVD-BOXまでお金回らないですよねぇ。

あたし、社会人ですけどそれでもやっとです。（笑

なんかﾘｯﾁな人のとこにお嫁さんに行って

お金に困らない生活がしたいです。

図々しいですかねぇ。（笑

たっちょん、いろんなお仕事して欲しいですね。

これからも応援頑張りましょうね。

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2011.01.26 Wed 29th!!!!

HAPPY BIRTHDAY
SHINGO MURAKAMI

29th!!!!

ヒナﾁｬﾝ、２９歳おめでとう。

ほぼヒナﾁｬﾝの人生の半分近くを見てきました。

当時はまさかここまで活躍するとも思ってなかったし、

今考えたら今までの積み重ねが

今に繋がるんだなぁと思ってます。

時にはするどい突っ込みを入れる時もあるけど

ヒナﾁｬﾝの突っ込みは愛ある突っ込みだなぁと

思います。

それでみんなのﾎﾞｹが生きてくるし、

欠かせない存在だと思ってます。

エイトのｵｶﾝ的存在はやっぱりヒナﾁｬﾝしか居ないし、

ヒナﾁｬﾝあってこその関ｼﾞｬﾆ∞だと思ってます。

そりゃ誰１人欠けたってﾀﾞﾒだと思ってるけど

やっぱりヒナﾁｬﾝの存在は大きいなと思ってます。

これからもｴｲﾄﾒﾝを暖かく見守ってて

欲しいし、

楽しんでお仕事頑張って欲しいなと思ってます。

ヒナﾁｬﾝの元にたくさんの天使が舞い降りて

きますように。

2011.1.26　関ｼﾞｬﾆ∞　大倉忠義担当*福原まひる



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします
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2011.01.28 Fri 韓流ﾈﾀばかりで失礼。

大倉担まひるですけども。

ヒナﾁｬﾝの誕生日も無事に終わり、

あたしは何して過ごしていたかと言うと

「イケメンですね」の録画してたやつ見てたんですけど

昨日なんて３時間分あったから消化するのが大変で。

朝５時から見てました。（笑

で、今日が最終回なんですねぇ。

今日もお昼から３時間ｺｰｽです。

でも時間は確かに３時間なんですが

そんなに長く感じないです。

それは面白いからでしょうねぇ。（笑

せっかくﾐﾅﾑとﾃｷﾞｮﾝが両思いになれたのに

いろいろ事件勃発でﾃｷﾞｮﾝにﾐﾅﾑが

失せろって言われてしまったんですよねぇ。

今日、どうなるんでしょうねぇ。

楽しみです♥

とくﾀﾞﾈを見てたらおぐさんが東方神起のこと

ﾍﾞﾀ褒めでした。

PV見ながら２人でも東方神起はすごいって言ってたけど

確かに２人でもすごいんですけど

やっぱり５人揃っての東方神起がﾍﾞｽﾄなんです。

やっぱりﾊﾓﾘが売りでもあるんで

２人じゃ足りないですよねぇ。

ﾗｯﾌﾟは元々ﾕﾉﾕﾉが担当してたんで問題ないんですけど。

綺麗なﾊﾓﾘのある曲は歌えないんじゃないかと思ってます。

その分JYJがﾊﾓﾘ曲ﾒｲﾝなんじゃないかと。

あ。でもｼﾞｭﾝｽがいるから問題ないか。

やっぱり５人に戻るのは難しいことなんだろうか。

すごくいいｸﾞﾙｰﾌﾟだっただけに残念だよ。



昨日のﾚｺﾒﾝで発表があったらしいですが

クレヨンしんちゃんの主題歌「T.W.L」が２月４日O.A.から

流れるらしいです。

しかも曲を作ったのが

ゆずの北川悠仁だと言うからあたしのﾃﾝｼｮﾝ駄々上がり

一時期ゆずにﾊﾏり過ぎてヲタ卒も考えましたもん。

なのですごく嬉しいです

今はゆずの 買ってないんですけどねぇ。

最近ﾎﾝﾄお金なくてｼﾞｬﾆ以外にお金が回らないんですよー。

super juniorとかJYJとか東方神起とか全然買ってないですもん。

あ。ｼﾞｪｼﾞｭﾝの写真集は買いましたけども。（笑

しかも９５００円。（ﾁｰﾝ

だって全世界で２万冊しか出版しないって言うから

今のうちに買っておこうってなったんですもん。

その割にあんまり売れてない気が···｡

まだｱﾏｿﾞﾝで買えるし。

まぁ、いいや。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.29 Sat ﾘﾍﾞﾝｼﾞ。

大倉担まひるですけども。

昨日は昼から夕方まで「イケメンですね」の最終回を

見てました。

３時間ぐらいあったのですが

あっという間に観てしまいました。

もう切なくて面白くて最高のﾄﾞﾗﾏでした。

またこんないいﾄﾞﾗﾏにめぐり逢えたらいいなぁと

思いました。

もう胸がいっぱいでﾌﾞﾛｸﾞ書く余裕なんて

ありませんでした。（笑

さてさて、気持ちを切り替えていきますかねぇ。

あてくし、仕事用にﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝを買いました。

と言ってもﾈｯﾄで注文したので

届くのは２月に入ってからなんですけど。

届くのが楽しみです♥

でも痛い出費です。

当分節約生活ですなぁ。

ｴｲﾄｺﾞﾄがあってもしばらく何も参加出来ないと思います。

まぁ、仕方ないかなぁと思ってます。

貧乏暇無し子ﾁｬﾝのくせになぁ。

あ。そうそう、ｼﾞｭﾆｱ情報局の会員証が届いたんだけど

ﾌｧﾝ名のとこ今度はちゃんと「中島健人」になってました。

ﾘﾍﾞﾝｼﾞ成功

それにしても届くの早かったなぁ。

２週間ぐらい前に出したのに。

正確には２週間経ってないけど。

１０日ぐらい

早くてびっくりしたもん。



昨日のクレヨンしんちゃんでもエイトのﾗｲﾌﾞ映像

少し流れたね。

当然録画してないですけどね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.01.31 Mon どんより···｡

大倉担まひるですけども。

なんかもうｼｮｯｸです。

最近仕事やる気出なくて昨日は特にそんな日で。

そしたらそれが態度に出てしまって

お客さんにｸﾚｰﾑを言われてしまいました。

そのこともｼｮｯｸだったし、

自分の接客のﾌﾟﾛとしての自覚の無さに

凹みました。

しかもあたしの１番ﾀﾞﾒﾀﾞﾒなとこが

怒られたら気持ち切り替えて

よし頑張ろうってなれないとこです。

凹んで更に落ち込んでしまうとこです。

そんなことじゃﾀﾞﾒだなぁってわかってるんですけどね。

ここに戒めとして書いて今日は

気持ち切り替えて頑張りたいと思います。

そうそう、

あたし、どうやらﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸが好きになってしまったようです。

ちなみに「イケメンですね」の主役のﾌｧﾝ·ﾃｷﾞｮﾝ役の俳優さんです♥

もうｶｯｺｲｲんだ。

なんかずっと頭から離れなくてﾔﾊﾞｽです。

表情の１つ１つが頭にｲﾝﾌﾟｯﾄされてて

頭に浮かんでくるんです。

大好きです♥

あ。そういえば昨日エイトの夢見ました。

出てきたのは山田以外ですけど。（笑

なんかあたしはずっとたっちょんと手を繋いでいました。（笑

で、なぜかエイトメンが袴だったんですよ。

それで最後たっちょんが袴を踏んで転ぶ。泣くってゆーｵﾁです。



なんか袴姿で砂取りｹﾞｰﾑをしてる夢でした。

なんなんでしょうね。

そのｱﾝﾊﾞﾗﾝｽな夢は。

でもたっちょんが可愛かったのでいいです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.02.02 Wed グン様〜&#9829;

大倉担まひるですけども。

なんとなーくﾌﾞﾛｸﾞを書く気もしないのですが

でもなんとなーく書きたいのです。（笑

わけわかんなくてｺﾞﾒﾝなさい。

今日はいっぱい届き物がありました。

（↑まずﾊﾟｿｺﾝのﾊﾞｯｸﾞ。

まだﾊﾟｿｺﾝは届いてないけど。（笑

１１日配送予定なので。

（↑東方神起の写真集。CD付き。

中に入ってたﾁｬﾝﾐﾝのｶｰﾄﾞがめっちゃ可愛くて悲鳴を上げてしまった。（笑



（↑KAT-TUNのｼﾝｸﾞﾙ。

まだ全然見てもいません。

（↑BECKのDVD。

とりあえず新しいﾊﾟｿｺﾝがﾌﾞﾙｰﾚｲ見れるので

今度からﾌﾞﾙｰﾚｲを買おうか迷うとこ。

世の中進化してるなぁ。

ちょっと前までDVDが最先端だったのに。（笑

（↑あとちょっと前に買ったやまぴーのｱﾙﾊﾞﾑ。

１枚目しか聴いてないけど。

こうも一気にｱｯﾌﾟするとお金使ったなぁと思うわけで。

ﾔﾊﾞｲ。



節約しないとなぁ。

でも４月ぐらいに「イケメンですね」のDVDとﾌﾞﾙｰﾚｲが発売になるので

欲しいんだけどﾌﾞﾙｰﾚｲ２BOXも買ったら４万円もするわけで。（ｱﾏｿﾞﾝだと３万ちょい。

お前に食わせるタンメンはねぇ と

言っちゃいそうです。

まぁ、いいや。

お金貯めて買おう。

ｽﾏﾇ。毒されてて。

あたし、浮気し放題だなぁ。

Mariさん（＠忠義）すみません

こんなインチキくさいやつで。

でも誰が１番ってやっかし大倉忠義様ですよ

でも今、ﾁｬﾝ・ｸﾞﾝｿｸ祭り中なので

許してください。

昨日も新しく始まったグン様のﾄﾞﾗﾏ見てにやけてましたけど何か

治樹誕生日おめでとう。

ｺﾒﾚｽお休みしててすみません。

時間出来たらやります。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします
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2011.02.06 Sun 肩に激痛。

大倉担まひるですけども。

今日は珍しく早番です。

日曜日に早番だと嬉しいね。

久々更新だね。

なんかずっとﾌﾞﾛｸﾞ書く気がしなくて

ｳﾀﾞｳﾀﾞしてました。

そんな時もあらーなって感じで。

そういや、忠義が財布と携帯をなくしたそうで。

財布は戻ってきたそうだけど

携帯とかってやっぱロックかけとくのかなぁ。

いろんな芸能人の方の番号やﾒｱﾄﾞが入ってるだろうし。

どっちも拾った人はびっくりだよね。

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝって長文は打つの大変だよね。

そんなわけで今回は からの更新でした。

なんか落し物をするのはヨコだけかと思ってたのに

大倉さんもですか

確かに前も鍵をなくすのでお高い首から下げるﾀｲﾌﾟにしましたね。

ｾﾚﾌﾞ大倉め。

鍋とか金に糸目もつけずﾊﾞﾝﾊﾞﾝ買ってるんだろうなぁ。

ﾘｯﾁﾏﾝは違うぜ。

うちにもｽﾞﾊﾞっと切れる包丁を買ってくれ。

ネタなしなので短いですけどこの辺で。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.02.07 Mon ｲｹﾒｿの金髪に弱い件。

大倉担まひるですけども。

最近やたらと嫁に行きたい福原です。

相手も居ないのになぁ。

いや、希望はあるのね。

ｾﾚﾌﾞ大倉のとこに嫁に行きたいってゆー。

（↑現実見ろよって思ったでしょ

でも大倉忠義のとこがいいんだもん。

って世の中の独身大倉担はみんな思ってるはず。

はぁ。大倉さんと出逢う機会ないかしら

例えば街中を歩いてて前が見えないぐらい荷物を

持ってて人とぶつかる。

相手もすみません、大丈夫ですか と荷物を拾ってくれる。

顔見たら大倉忠義さんでした。

お互い頭に花火が上がる。（笑

運命の出会いですとかー。

ご飯やさんで働く福原。

注文を取りに行くとそこには大倉忠義さんが。

お互い花火が上がる。

運命の出会いですとかー。

ちなみに後者の方は東京に住んでた頃、

好きだったﾐｭｰｼﾞｼｬﾝの方で経験済み。

お互いすでに顔みしりだったから花火は上がらなかったけどね。（笑

でも久々の再会でおおおおおおーってなったけどね。（笑

あそこで花火が上がってたらとっくに嫁に行ってただろうね。

あたし当時ｽﾀｯﾌさんによしこﾁｬﾝって呼ばれてて。（笑

名前には全然関係ないんだけど

なぜかよしこﾁｬﾝって呼ばれてた。

今となっては懐かしい過去ですよ。

時々ﾒﾝﾊﾞｰ２人だけでﾗｲﾌﾞやったりしてるみたいだけど

ｵﾃﾞﾌﾞになり過ぎて恥ずかしいのでﾗｲﾌﾞも行けない···｡

だってﾒﾝﾊﾞｰ２人共ﾌﾞﾛｸﾞ見る限り全然変わってないんですもん。

だから恥ずかしい。



ﾒﾝﾊﾞｰには打ち上げに出なきゃ気づかれないかもだけど

当時の友達に逢うのが恥ずかしいなぁ。

あたし、ｼｭっとした小学生だったから。（笑

あぁ。ﾀﾞｲｴｯﾄしようかなぁ。

ここまで太るとどうやって痩せていいのかも

わからないよ。（笑

ってぐらい太った。

薬の副作用もあるから仕方がない部分もあるんだけどね。

最近の副作用は眠れない程お腹が空くってゆーね。（笑

それでおやつ食べちゃうんだよねぇ。

ﾀﾞﾒﾀﾞﾒじゃん。

でも食べると１０分ぐらいで眠くなるんだよね。

そうゆうことやってるから太る一方なんだよね。

で、嫁に行きたいとゆー話からｵﾃﾞﾌﾞの話に

脱線してるとゆーね。

わかってますって

こんなｵﾃﾞﾌﾞで特に可愛くもないあたしが

もしただﾁｬﾝと出逢う機会があったとしても

花火は上がらないって。

いや、あたしだけ上がりますけど。

まぁ、そんなわけでよーく自覚してるので

夢だけ見させてくださいまし。

ﾁｬﾝ・ｸﾞﾝｿｸ熱もちょっと下がり気味なので。

いや、好きだけどやっかし大倉忠義が押し気味なので。

そういや、ゆんﾁｬﾝのﾌﾞﾛｸﾞで見たんだけどﾁｭｰﾄの徳井さんが金髪だとか。

ﾔﾊﾞｲ。どうしよう。

ただでも徳井さん好きなのに。

（↑また浮気ですか

見たい···｡



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.02.08 Tue 両立って難しいのかなぁ。

大倉担まひるですけども。

相変わらず頭の中はﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸ祭りです

今やってる「ﾍﾞｰﾄｰﾍﾞﾝ·ｳｲﾙｽ」ってやつは「イケメンですね」と

全く違うﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸが見れます

あたしとしてはイケメンですねの方が魅力感じますけど。（笑

あれはハマり役ですよ。

今日、全然 あんまり眠れなくて

深夜１２時ぐらいから１時間置きに目が覚めてて

やっと４時になったので起きました。

さすがに２時、３時に起きると後で眠くなるので。

４時でもお年寄り並みに早いですけど。（笑

ﾏﾏﾝが朝６時頃起きてくるんですが

あたしが先に起きてるので寝てないといつも思うみたいで。

そんなわけがない。

早起きなだけです。

そう、この間、面接１ｺ落ちたのです。

そこの時間とあたしの時間で合う時間が２２時から２４時とゆー

短時間だったせいもあってたぶんﾀﾞﾒだろうなぁと思ってたら

やっぱり連絡こなくて。

やっぱり仕事とﾊﾞｲﾄの両立って難しいのかなぁと思う今日この頃です。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.02.11 Fri 眠れない夜・・・。

大倉担まひるですけども。

珍しく眠れない夜を過ごしています。

あ。明日、ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝが届きます。

またしてもｦﾀﾊﾟｿなので届いたら写真撮りますね。（笑

早めにﾈｯﾄ設定終わらせて快適に使えるように

したいと思います。

ﾎﾝﾄはWiFiを使いたいんですけど

どうせ使うとしたら職場か家なので

必要ないかなぁと。

またおいおい考えていきます。

あ。POPEYE３月号買いました。

ただﾁｬﾝがｶｯｺｲｲ♥

なんか最初ﾃﾛﾃﾛﾃﾞﾆﾑって聞いてたから

期待してなかったんだけど

さすがPOPEYE。
ただﾁｬﾝを更にかっこよく載せてくださいました。

ありがたす。

まだ読んでない雑誌がたくさんあるので

時間みて読もうと思ってます。

あくびばっかり出るのに全然眠くない。

久々に夜更かししてます。

いつも仕事の時は２３時には爆睡してるのに。

まぁ、明日休みだし、いいんだけど。

はう。でも昼間には「ﾍﾞｰﾄｰﾍﾞﾝ・ｳｲﾙｽ」を見たいので

寝ても居られないんですけど。

ﾊﾟｿの設定もしなくちゃならないし。



そういや、久々にDEROを見たらヒナﾁｬﾝの前髪がﾊﾟｯｶｰﾝとなっていた。

また伸ばす気でしょ???
そういや、舞台始まったんだっけ???
今回、丸ﾁｬﾝの舞台もヒナﾁｬﾝの舞台公演情報全然ﾁｪｯｸしてないの。

なんか丸ﾁｬﾝの舞台は結構内容が怪しくて面白そうって

思ったんだけど。

なんかエイトに逢ってからまだ２カ月しか経ってないのに

異常に逢いたい。

でも春にﾂｱｰとか言われてもお金ないけど。

夏以降にしてもらえると助かります。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.02.11 Fri 雪がずんぐりむっくり降ってます。

大倉担まひるですけども。

が深々と降ってます。

３〜４ｾﾝﾁぐらい積ってます。

でも部屋は思った程寒くなく

今はﾋｰﾀｰも付けてません。

あ。ﾊﾟｿｺﾝ届きました

（↑ﾌﾞﾙｰのVAIOです♥

（↑左端に刻印が入ってます。

I am greeneighter.
Tadayoshi Loved.
って入ってます。

で、設定は簡単に出来て只今充電中です。



（↑JYJのﾌｫﾄﾌﾞｯｸです。 付きなので買ったんですけど

まだ聴いてないです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

（↑ちょんまげぷりんの です。

まだ当分見られそうにないです。

今日は１４時から「ﾍﾞｰﾄｰﾍﾞﾝ・ｳｲﾙｽ」を見るので。

グン様がｽﾃｷすぎゆ〜

職場で１人だけグン様のﾄﾞﾗﾏ見てる人が居て

時々グン様の話するんだけどもうめっちゃｽﾃｷ

忠義の話はしないのにね。

だって顔と名前が一致する程度の人が１人いるだけなんだもん。

それなのにひたすらPUSHするのも痛いかなぁとか思ったり。

もうだって２７チャイですもん

って真顔で言うな

何気、ﾌﾞﾛｸﾞ始めたのが２１歳の時だったので

むっちゃ年取ったなぁと思うわけで。



もう６年かぁ。

びっくりだよね。

よく飽きもせず「忠義」「忠義」って言ってるよね

これからも言い続けますよ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：韓流♪

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=87875#ref=vote
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c80/1999/


JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2011.02.11 Fri 中島健人&#9829;

大倉担まひるですけども。

今日は「ﾍﾞｰﾄｰﾍﾞﾝ・ｳｲﾙｽ」がやらなくて

１時間半お風呂に浸かってました。

おかげで肩こりがちょっとﾗｸになったよ。

少ｸﾗをちょろっと見ながら書いてるんですが

中島健人くんが可愛い♥

慶ﾁｬﾝのｵﾘｼﾞﾅﾙ曲も見れたし。

まぁ、録画はしてないんですけども

でも最近のｼﾞｭﾆｱとか全然わからない。

どんどん小さい子が出てくるし、

もうｵﾊﾞﾁｬﾝにはついて行けないですよ。

で、少ｸﾗが終わって夕飯食べてまったりしてきたところで

例の眠気がやってくるんですよ。

ﾏﾏﾝの愚痴が長いってこともあるんですが。

ｺﾒﾚｽしようと思ったのですが思ったよりも眠くて仕方がないので

ｺﾞﾒﾝなさい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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JUGEMテーマ：中島健人

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.with2.net/link.php?820833
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2011.02.12 Sat 小さな悩み。（←本人的には重大。

大倉担まひるですけども。

なんか昨日は寝てなかったので長い１日でした。

でも休みの日が有効に使えて良かったです。

また今日から仕事頑張ります。

相変わらず仕事行きたくない病は続いてますけど。（笑

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
考えたらまとまった休み取ってないもんなぁ。

まぁ、それはいいんだけど。（←いいんかい。

目下の悩みは鼻の中にかさぶたが出来ていることです。

それが喋ったり鼻の下伸ばしたりすると

はがれて出血するので

またかさぶたになって全然治らないこと。

空気が乾燥してるから全然治らないんだよなぁ。

これが結構のｽﾄﾚｽで。（笑

今、小さい悩みって思ったでしょ

本人は至って真剣なんですが

もう気になって気になって。（笑

そう、ヲタ誌を買ったのにまだ全然読んでないんだよねぇ

いつもなら真っ先に読むのに···｡

これ書いたら読もうかと思ったけど

時間ないっぽいのでまた後日。

たぶん休みの日になるかと。

(,,ﾟДﾟ) ｶﾞﾝｶﾞﾚ!俺。

なんか最近ちょろっとなんだけど

CONTROLが見れるぐらいまで起きてるんだけど

絶対途中で寝ちゃうんだよなぁ。

最後まで見たの１回だけ。

ﾎﾝﾄ、ヨコﾁｬﾝｺﾞﾒﾝね。



で、途中まで見ても朝起きると忘れてるってゆーね。

睡眠薬恐るべし。

短いですけど終わります。

すみません

あとｺﾒﾚｽも遅れててすみません。

休みの日に出来たらやりたいと思ってます。

もう少々お待ちくださいませ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2011.02.13 Sun ｲｹｹｿ集団に弱い件。

大倉担まひるですけども。

今日はいつにも増して早起きです。

只今深夜３時です。（笑

たぶん仕事行く前にへばると思うんですけど。（笑

なんかそういや、５月にｷｽﾏｲのﾃﾞﾋﾞｭｰが決まったとか。

おめでとうございます。

ｷｽﾏｲﾌｧﾝもさぞお喜びのことかと思います。

なんかｼﾞｬﾆｰｽﾞも滝つのﾃﾞﾋﾞｭｰの時期の失敗を教訓にしてるのか

どんどんﾃﾞﾋﾞｭｰさせるようになりましたね。

エイトのﾃﾞﾋﾞｭｰの時はとにかく嬉しかった

ずっと本人達も望んでたことだったし、

とにかく 出せることが嬉しかった。

しかもNEWSでﾃﾞﾋﾞｭｰしてたうてぃと亮ﾁｬﾝも一緒だったし。

そんなうてぃも今は別の道を行ってますけど

気持ちは今でも８人だと思ってます

昨日の夢は面白かったですよ。

ｲﾒﾒｿ演劇集団を狙ってる魔女が居てそれをあたし１人で

撃退するとゆー夢でした。

もちろん向こうは手下もいましたし···｡

しかもｲｹﾒｿだったのであたしはｸﾞｯｽﾞをﾊﾞｶ買いしまして。（笑

何やってるんだ って思ったでしょ

だってあまりにもｲｹﾒｿだったんですもん。（笑

最後撃退してﾊﾟﾝﾌにｻｲﾝもらうってとこで夢は覚めてしまいました(ﾉд-｡*)

やはりそこはﾐｰﾊｰですよね （笑

そうそう、今度新しい でﾌﾞﾙｰﾚｲが見れるんですよ

なので今度からﾌﾞﾙｰﾚｲを買おうか迷うとこです。



今使ってるﾒｲﾝの も だし、

HDDも だから

使い分けて買おうかなぁとは思ってますけど。

やっぱりﾗｲﾌﾞDVDとかは大きい画面でしかも爆音で見たいので

で買おうかなぁとも

思いますし。

(｡· ·｡)oｴｲ(｡· ·｡)oｴｲ(`· ·´)ﾉｵｩ!!

そういえば昨日、 がほとんど溶けていたので

ﾊﾞｲｸで仕事行けました。

なんかまた月曜日に天気崩れるみたいですけど。

水曜日の通院には支障なさそうですね。

あ。今日、忠義のこと全然書いてない

最近∞MAPも全然見てないですし、

で忠義を全然見てないんですよ

なので熊本ﾛｹも残念ながら見てないです。

eighter失格ですね。(ﾉд-｡*)

あ。そういえばお願いﾗﾝｷﾝｸﾞでｴｲﾄのｺｰﾅｰが始まったんですよね

忠義も出てるかしら

７人で出てるといいなぁ。

なんかｴｲﾄも大活躍ですね。

録画したやつまとめて見なくちゃなぁとは思ってるんですけど

休みの日とゆーとグン様ですよ。

出た グン様。（笑

ﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸ最高〜♥

大倉忠義もっと最高〜♥（笑

もうPOPEYEの忠義にﾒﾛﾒﾛです

これからもずっと載るんでしょうかねぇ。

だったら嬉しいなぁ。

忠義、すごくﾓﾃﾞﾙの仕事も合ってると思うんですよね。

すっごくｸｰﾙにこなしててｽﾃｷです



とても中２の女子ﾉﾘの人には見えません。（笑

POPEYE様、これからもよろしくお願いします。

meromeroparkはこちら

(↑ﾒﾛﾒﾛのたっくん。黒色からｶﾗﾌﾙな色になりました。

追記にｺﾒﾚｽ

ふーたんさん（＠忠義）

うららさん（＠亮）

Mariさん（＠忠義）

杏梨さん（＠忠義）

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

るかさん

ゆうさん

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：韓流♪

JUGEMテーマ：ジャニーズ

ふーたんさん（＠忠義）

ﾘﾍﾞﾝｼﾞ成功です♥

中島健人くんに目がないもので。（笑

クレヨンしんちゃん、始まりましたね。

まだ１度しか聞いてないので特に感想も

書けないのですが。（笑

毎週楽しみですね。

うららさん（＠亮）

うららさんのお友達もｸﾞﾝｿｸさんのこと好きなんですか???
もう最近のﾏｲﾌﾞｰﾑです。

ＣＤ予約しましたよー。

もう今からめっちゃ楽しみです♥

夢にｴｲﾄ出てくること結構あるんですが

起きたらすぐ忘れちゃうんですけど

今回はﾊﾞｯﾁﾘ覚えてました。（笑

夢の中でもﾍﾀﾚたちょ発揮です。（笑

http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c80/1999/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


Mariさん（＠忠義）

はい。すみません。

浮気です。（笑

でも本気ではないんで。

たぶん一時的なものだと思います。

いつでも心の中には忠義くんが居ますから

ご心配なさらずに。（笑

杏梨さん（＠忠義）

妄想っていいですよねぇ。

たちょ相手の妄想ならいくらでも出てくる痛い子代表の

福原です。（笑

そうですよねぇ。

街中でﾊﾞｯﾀﾘなんて昔、東京に住んでた頃、

六本木で亮ﾁｬﾝにﾊﾞｯﾀﾘ会ったぐらいですから。

当時の亮ﾁｬﾝは声かけられないぐらい怖かったです。（笑

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

ｺﾒﾝﾄ見てびっくりしました。

最初途中までしか見てなかったので

ごんﾁｬﾝが寿退学するのかと思っちゃいました。（笑

ﾃﾍﾍ(///∇//)
相変わらずあたしの嫁ぎたい病は炸裂中ですが。

お金持ちのとこにお嫁に行ってお金の心配しない生活とか

ｾﾚﾌﾞ大倉と結婚するとか。

妄想中です。

徳井さん、明日のしゃべくり００７でｷﾝﾊﾟみたいなんで

楽しみです♥

るかさん

るかさん、ﾌﾞﾛｸﾞやってるんですか???
よかったらｱﾄﾞﾚｽ教えてください。



ｺﾒﾝﾄでもﾒｰﾙでもいいんでｱﾄﾞﾚｽ教えていただけると嬉しいです。

何ー???ﾚｺﾒﾝにｾﾚﾌﾞ大倉が電話出演したんですか???
ﾚｺﾒﾝ聴けばよかったなぁ。

情報ありがとうございます。

ゆうさん

はい。ｴｲﾄも好きでsuper juniorも好きです。

仲良くなれたらうれしいです。

よかったらこれからも絡んでください。



2011.02.14 Mon あたしは熱烈でしょうか???（笑

大倉担まひるですけども。

仕事の日は夜、ﾌﾞﾛｸﾞ書けないので

頑張って朝書いてます。

しかも超絶早いの。（笑

今日は５時起きでそんなに早くないけど

昨日とか３時だし。

朝じゃねぇし。

まぁ、そんなこんなで書いてます。

今日は、午後から みたいなんで

ﾊﾟﾊﾟﾝに職場まで送り迎えしてもらう予定です。

だったらカッパﾁｬﾝ着て

ﾊﾞｲｸで行くんですけど はｽﾘｯﾌﾟが怖いので

送り迎えにしてもらってます。

まぁ、 でもｽﾘｯﾌﾟは怖いんですけどね。

実はお願いﾗﾝｷﾝｸﾞを見たことがないってゆーね。

深夜はおねむだし、お願いﾗﾝｷﾝｸﾞGOLDはたぶん仕事してるんだなぁ。

なのでよくわからないんだけど。（笑

でも来週はただﾁｬﾝも出るとゆーことでﾃﾝｿﾝMAX で

見たいと思います。

他にも見てないものたくさんあるんで

少しづつ見たいと思ってます。

ヲタ誌もそうだし。

まずは∞MAPの熊本だな。

晩白柚を見ないと。

ってかやっすんとの神戸ﾛｹもまだ見てないし。

どんだけ見てないんでしょう。

朝早く起きすぎてその時間にへばってるか

元々へばってて寝てるかなんだよなぁ。



そんなわけで今週末からまた見たいと思います。

いい加減エイトを見なさすぎ。（笑

それこそeighter失格になってしまう。

ラジオだって聴ける環境があるのに爆睡しちゃって

聴いてないし。

ラジオもホントは聴きたいんだよね。

でもホント睡眠薬の力はすごいのです。(ﾉд-｡*)

あ。そうそう、ハイチュウのﾊﾟｯｹｰｼﾞ貰えそうです♥

なんか以前に でﾊﾞｲﾄしてたことがあるんですけど

辞めてからヲタを暴露してたのね。

それで昨日行ったら「ハイチュウのﾊﾟｯｹｰｼﾞいる 」って聞かれて

「ほしいです 」って言ったら

笑われた。（笑

なんか他にもすっごい熱烈なお客さんで欲しいって言ってる人が居るんだって。

なんか店長に「そんなに熱烈なファンいるの 」って聞かれて

「いますよー。怖いですもん。」って言ったら笑ってました。

まぁ、たかだかﾊﾟｯｹｰｼﾞなんですけどねぇ。

ﾎﾟｽﾀｰならともかく。

うーん。最近の教訓。

「ヲタは暴露した方がいいこともたくさんある。」（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.02.15 Tue 眠ーい。

大倉担まひるですけども。

ちなみに寝てないんじゃないんです。

超絶早起きなだけです。（笑

最初深夜１時頃目が覚めたんですけど

それはいくらなんでもと思って２度寝して

この時間なんでまた朝方眠ればいいかぁと思って

起きちゃいました。

なんか段々早寝になって段々早起きに

なりますね。

ちなみに今日は深夜２時に起きました。

そうそう、昨日はやまぴーの夢を見ました。

あたしはやまぴーの彼女で

やまぴーのお腹を枕にして寝てました。（笑

実際にはやまぴーと言うよりもクロサギでした。（笑

最近夢がｲｹﾒｿづいてますね。（笑

よっぽどｲｹﾒｿに飢えてるんでしょうか

夢に出てくるのはｲｹﾒｿばかり。

夢の中でｳﾊｳﾊしてます。

〜(^Д^〜)

さすがに眠くなってきたので一端中断して寝ます。

４時間ほど寝て只今６時です。

頭ﾎﾞﾝﾔﾘしています。

書くﾈﾀが全く浮かびません。



もうちょっと寝たいので短いですけど終わります。

すみません。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：山下智久

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2011.02.17 Thu ハイチュウ箱買い。

大倉担まひるですけども。

火曜日は１７時まで爆睡して

昨日も帰ってきてご飯食べてすぐ寝ちゃいました。

疲れてるんでしょうねぇ。

お風呂入ったけどもっそい肩痛いし。

あ。で、昨日、ﾊｲﾁｭｳのﾊﾟｯｹｰｼﾞもらいに行ったんだけど

ｹｰｽの応募もしたかったので箱買いしちゃいました。

写真撮ったんだけどうまくUPできないので

また今度。

青いﾍﾞﾝﾁのｼﾞｬｹのまっすー見たら

びっくりするぐらい顔が真ん丸。

NEWS担とかはいつも見てるからびっくりしないかもだけど

まっすー、久々に見たからびっくりした。

なんかどんどん丸顔になってくね。

ﾎﾞﾃﾞｰとかも、見てみたいっす。

（↑意地悪。

もっそい眠いです。

そんなわけで短いですが寝たいと思います。

サラバ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.02.18 Fri 肩こりが酷くて限界。

大倉担まひるですけども。

只今深夜１時５４分。

どうしても目が覚めてしまうので

起きてしまいました。

朝方眠くなったら眠ればいいしと思って。

考えたら今日休みなんですよね。

ずっと仕事だと思ってた。（笑

（↑ﾊｲﾁｭｳ箱買い。

（↑ﾃｺﾞﾏｽ「青いﾍﾞﾝﾁ」

調子にのってﾊｲﾁｭｳ食べると銀歯が取れるので

懸賞応募したら甥っ子にあげようと思います。



ﾊｲﾁｭｳのCM何度か見るんですけどまだ捕獲には至ってません。

CMはいつやってるんだい

特に３０秒Ver.と６０秒Ver.
まだ１５秒Ver.しかであったことがないんだよね。(ﾉд-｡*)
ｻｲﾄでは見たんだけどねぇ。

なんか６０秒Ver.はMTVでやってるとか。

見れねぇ

ゆーちゅーぶにあったからiPodに落としとこ。

肩こりが酷くて

やるのもしんどいです。

そういや、うち、ひかり電話になってたんだけど

普通の電話とどう違うの

もっそい今更感ですみません。

話変わるけど楽しんごさんが結構可愛いと評判だが

結構いいｵｯｻﾝだよね。（笑

ｵｯｻﾝって言っても３１歳だからあたしもそんなに年違わないんだけどね。（笑

あたし、ｴﾝﾀにｺﾝﾋﾞで出てた時のこと覚えてるよ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.02.18 Fri 関ｼﾞｬﾆ∞効果。

大倉担まひるですけども。

この時間ですでに更新２回目ってどーよ。（笑

そうそう、昨日でﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸ祭りも終わり、

また新しく韓国ﾄﾞﾗﾏが始まります。

たぶん見ると思います。

あくまでも韓流好きをｱﾋﾟｰﾙ。

まだ昨日仕事だったんでﾍﾞｰﾄｰﾍﾞﾝ・ｳｲﾙｽの最終回見てないんですけど

あとで見たいと思います。

そうそう、そんなこんなでヲタ誌もまだ手をつけてないので

それも今日読みたいと思います。

そんなわけでまたちょんまげぷりんがお預けくらったわけで。

ｳﾜｧｧ━━━━━｡ﾟ(ﾟ´Д`ﾟ)ﾟ｡━━━━━ﾝ!!!
もうだいたい本やｼﾅﾘｵﾌﾞｯｸ読んだんで内容はわかってるんですけど。

それでも錦戸亮Ｖｅｒ．が見たいんです。

なんか全国でﾊｲﾁｭｳの箱買いがeighterの手に寄って行われてるようで。

森永さんもｳﾊｳﾊでしょ

たぶん売上ｸﾞｰﾝとＵＰしてることでしょう。

これも関ｼﾞｬﾆ∞効果ですね。

これでエイトのCM増えないかしら

さすがにKAT-TUNみたいに のCMだと買うわけには

いかないけどﾊｲﾁｭｳぐらいだったら可愛いものじゃない。

CMもエイトらしくｺﾐｶﾙで面白いし。

買うちょうど免許取り立ての

高校生とかもいそうだけどね。

でも ぐらい好きな物買いたいよなぁ。



短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.02.18 Fri 最近中途半端ですみません。

大倉担まひるですけども。

そういや、３月３０日にﾊﾟﾁｱﾊﾟのﾗｲﾌﾞ映像が

発売になりますね。

あたし的には京セラが見たかったんですけど

１９日の東京公演だとか。

DVDを予約するかﾌﾞﾙｰﾚｲを予約するか迷ったけど

爆音で観たいからDVDを予約しました。

楽しみだなぁ。

結構すぐだよね。

なんか特に書くことも浮かばないんだけど

とりあえず書いてます。（笑

そういや、山梨で「僕の生きる道」の再放送がやってて

それを今日知ったんだけど

博貴が出てて懐かしいなぁと。

しかも綾瀬はるかが出てるの初めて知ったし。

あたしたぶんちゃんと最後まで見たことなかった気がする。

あと市原隼人も出てたなぁ。

結構再放送って新たな発見があるよね

で、思ったこと。

草なぎさんは髪長めより短い方が似合ってる。

今の方が全然いいもん。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.02.19 Sat 今更ながら···｡

大倉担まひるですけども。

最近変な時間に目が覚めるように

なってしまった。

今日も深夜２時半。

別に遅番だからいいんだけど

でも眠れないのは気持ち悪い。

昨日もそれで昼間眠くてぼんやりしてたり。

でも深夜１時ぐらいから目が覚めてるんだよね。

まぁ、昨日は夕方６時半には寝てしまったからかもだけど。

でも普段はそんなに早く寝ないのに

深夜１時ぐらいに目が覚めるんだよねー。

老人か

そんなわけで昨日はクレヨンしんちゃんも見てないし、

録画もしてません。

エイトがどんなんだったか誰か教えてくださーい。

あと年末にやった帰れま１０をﾀﾞﾋﾞしてくれる方

探しています。

今更で難しいかと思いますが切実に探しています。

いいよって方がいらっしゃったらﾘﾝｸのとこにあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑから

ﾒｰﾙください。

直接連絡先を知ってる方は直接ﾒｰﾙください。

よろしくお願いいたします。ﾍﾟｺ ┏(o'ｪ')))

じゃ、寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.02.20 Sun 愚痴っぽくてすみません。

大倉担まひるですけども。

昨日は仕事終わりで後輩とﾗｰﾒﾝ食べて帰りました。

お互い愚痴が出る出る。（笑

後輩も別にﾊﾞｲﾄを探してるらしいんだけど

土日に出られますか ってとこで

躓いてるらしい。

その話でも盛り上がってきました。（笑

もういっそのこと条件いい仕事見つけて転職 まで

話が出ました。

あと３〜４万給料が良ければ生活していけるんだけどなぁ。

微妙なﾗｲﾝだよなぁ。

ｺﾝﾋﾞﾆの朝勤のﾊﾞｲﾄ探そうかなぁ。

もうそのぐらいしか思い当たるものがない。

なんか忙しい時はもっそいこき使うくせに暇になると

人件費削減とか言って残業、休日出勤なしとかに

なるんだよなぁ。

で、たぶんまたしばらくすると元に戻るんだよなぁ。

それでもお金全然足りないけど。（笑

あぁ。まだﾎﾝﾄにヲタ誌とか手をつけてなくて。

あたしにしてはﾎﾝﾄ珍しい。

まだPOPEYEも見たりないし。（笑

（↑どんだけ見たいんですか

なんか最近ﾌﾞﾛｸﾞ割と書いてるけど

内容が全然ないんだよなぁ。

今日もあたしの愚痴で終わってるし。

ただﾁｬﾝのこともっと書きたいよー。



今日は早番なんで夕方には帰ってこれるので

またその時に···｡

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.02.21 Mon 悩むなぁ。

大倉担まひるですけども。

眠くてあくびが止まらない。

涙もﾎﾟﾛﾎﾟﾛ。

そうそう、実はうちの会社閉めるかもしれなくて。

昨日ﾏﾏﾝと弟が話し合ってて。

結局結論は出なかったんだけど

もう経営が苦しくてこの間も倒産の危機があって

毎日がﾄﾞｷﾄﾞｷです。

自己破産したらどうなるんだろう

しかも会社閉めたらﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝの仕事がないので

どうやって生活していくんだろう とも思うし。

家もしばらくしたら出て行かなくちゃならないし。

うーん。やっぱり１人暮らしした方がいいのかなぁ。

今みたいに自由に起きて爆音でﾗｲﾌﾞ 見たりとかも

できないし。

まして職場と今より家が離れたら仕事も辞めなくちゃならないし。

もう家の中がくちゃくちゃになってしまう。

１人暮らしするなら東京方面に出たいなぁって思うし。

でも仕事みつかるか不安だし。

悩みは尽きないのです。

チラっとWUを読んだらやっすんと忠義のﾗﾎﾞﾗﾎﾞ具合が載ってた。（笑

相変わらずやっすんと遊んでるのね。

なんかﾎﾝﾄに珍しいよね

同じｸﾞﾙｰﾌﾟでそんなに仲良しなのって。

エイトって結構ﾒﾝﾊﾞｰ同志仲良しだよね。

やっすんの前は忠義は亮ﾁｬﾝと遊んでたみたいだし。

一緒にｹﾞｰﾑやったりとかﾎﾝﾄみんな仲良し。

なんかすごく微笑ましいです。



めざましTV見てたらsuper juniorのﾗｲﾌﾞの様子が流れてました。

ｳﾆｮｸとｼﾝﾄﾞﾝのしゃべってるとこも見れたし。

最近super juniorの物何も買ってないんだよなぁ。

ﾋﾁｮﾙとかｲﾄｩｸとかどうしてるんだろうなぁ。

最近何もﾁｪｯｸしてないから全然わからないや。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.02.22 Tue お昼の顔。

大倉担まひるですけども。

最近深夜３時に起きるのがクセになってきましたね。

でも疲れてる時はﾌﾞﾛｸﾞ書いた後、爆睡しますね。（笑

だからここで目が覚めたからって元気なわけでもないんです。

そういや、ヨコヒナが日ﾃﾚの新しいお昼の番組

「ヒルナンデス！」の木曜日のｻﾌﾞMCを務めることが決まったとか。

確か今、DONがやってる枠ですよね

それだったら見れると思います。

まぁ、仕事なんで録画ですけど。

ヨコヒナ、木曜日は夫婦ﾃﾞｰですね。（笑

夜も一緒どころか昼も一緒になりますね。

楽しみです

そういえば一緒にいる時間が長いからか２人で遊んだってあんまり

聞かないですよね

でも息はﾋﾟｯﾀﾘの２人です。

他の出演者も気になるところです。

でもこうやってお昼の顔になってくれると

更に知名度も上がりますし、

人気も で嬉しい限りです。

エイトはまだまだ個人での知名度が低いと思うので

こうして活躍してくれるのはﾎﾝﾄに嬉しいです♥

ﾀﾞ━o(｀·д·´)ﾉ━!!

あと忠義のﾄﾞﾗﾏも決まったんですけど

みんなが想像してたのと違う設定だったので

ちょっと安心しました。

４月〜

金曜日の２２時TBS枠です。

「生まれる」で



忠義は堀北さんの弟役で妊娠するのはその母親の

田中美佐子さんだとか。

とりあえずｷｽｼｰﾝの心配とかなくて良かったです。（笑

あと亮ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏも決定して

４月〜

金曜日の２３時ﾃﾚ朝枠で

「犬を飼うということ」で

またまた水川あさみさんと共演です。

眠いので一端寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.02.25 Fri 妖精ｺﾝﾋﾞが好きー&#9829;

大倉担まひるですけども。

もう最近眠くて夜はﾌﾞﾛｸﾞ書けませんわ。（笑

そんなわけで朝と休みの日に頑張って書きます

ﾎﾝﾄすみません

今やってるﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞの韓国ﾄﾞﾗﾏは「恋愛ﾏﾆｭｱﾙ」ってやつで

最初は３０過ぎの女の人達のﾄﾞﾀﾊﾞﾀ劇かと思って

しばらく見なかったんですよ。

で、一昨日からまた見始めたんですけど面白くなってました。

花男の韓国版で西門さん役だったｷﾑ·ﾎﾞﾑさんが花男で見るより

ｲｹﾒｿになってた。

ちょっと夢中になりかけてます。（笑

ちょろーっとただﾁｬﾝ見ないとすぐ韓流に夢中になってしまう

悪いくせです。

全然 見ないあたしが

悪いんですけど。(ﾉд-｡*)

見たらわんさかただﾁｬﾝ出てますよね

今日はとりあえずお願いﾗﾝｷﾝｸﾞの方を見たいと思います。

何やら面白いらしいので。

あと晩白柚。（笑

今ｶﾉ安田と元ｶﾉ錦戸。

その狭間に揺れる大倉忠義２５歳を見たいと思います。

うーん。罪な男だ。

まぁ、今はﾎﾝﾄ忠義は「ﾔｽ♥ﾔｽ♥」なんでねぇ。

そんなにただﾁｬﾝに思われてる安田さんが羨ましいです。

一度でいいからそんなに想われたい.jp
ちょっと前まで錦戸ﾌﾞｰﾑだったのになぁ。



そうそう、新しく発売になるのかな

ﾚｲﾄﾝ教授のｹﾞｰﾑがやりたいんだけど

あれって３D専用

なんかCM見てて面白そうだったんだけど。

前にもﾌﾞﾛｸﾞにｺﾒもらってﾚｲﾄﾝ教授が面白いですよって言われたんだけど

結局買わず終い。

３DSもほしいんだけどさすがにそんなにお金でないですよ。

ちょっと余裕が出てから買いたいと思います。

あ。それとまだまだ年末にやった帰れま１０のﾀﾞﾋﾞ探しています。

ﾀﾞﾋﾞしてもいいよーって方がいらっしゃたらﾘﾝｸに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑから

ﾒｰﾙください。

ﾌﾞﾙｰﾚｲでもDVDでも大丈夫です。

よろしくお願いします。

お目汚し失礼しました。

最近肩こりが激しくて

鎖骨まで痛むのです

寝返りうつのもやっとで仕事から帰ってきて

寝る時なんて「あいたたたたた」って声に出ますもん。

で、鎖骨の痛みが気になるので調べてみたら

なんか肩こりとかじゃなくて他の病気みたいですね。

とりあえず来週 行くので

その時診てもらいたいと思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.02.25 Fri 関ｼﾞｬﾆの仕分け∞

大倉担まひるですけども。

お願いﾗﾝｷﾝｸﾞ内の「仕分け∞」見た。

今回はｼﾞｬﾆｰｽﾞ愛を試すということで

少年隊のﾋｯﾄｿﾝｸﾞの歌詞の隠れてるとこ３か所

歌えたらｼﾞｬﾆｰｽﾞ愛あり。

歌えなかったらｼﾞｬﾆｰｽﾞ愛なし。

もうヒナﾁｬﾝが面白すぎる。

なんであんなにヒナﾁｬﾝわかるんだろ

あたしなんてﾁﾝﾌﾟﾝｶﾝﾌﾟﾝだよ。

ヒナﾁｬﾝが足ﾀﾝﾄﾝしながらみんなの歌えなかったとこ

声を大にして歌っててめっちゃ面白かった。

ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞの昼ﾄﾞﾗが相変わらずﾄﾞﾛﾄﾞﾛしてて面白いです。

特に徳山秀典さんがめっちゃｽﾃｷ。

昔から好きだったけど久々に見てきゅーん♥と

してしまった。

なんかちょっと影のあるところに惹かれるんだよなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.02.26 Sat 果てました。

大倉担まひるですけども。

今日は仕事休みもらいました。

昨日いろいろ事件があってとりあえず難は逃れたのですが

それの予備で休みをもらいました。

あ。そういえばTVｶﾞｲﾄﾞにｷﾑ·ﾎﾞﾑさん載ってましたね。

もっそいﾃﾝｼｮﾝが上がってしまいました

やっぱりｷﾑ·ﾎﾞﾑさんｶｯｺｲｲです

ｶｯ… (ﾉ∀·´*)ｶｸｨｨ♪♪

花男の時はﾘﾀﾞに夢中で気づきませんでした。

ﾘﾀﾞって花沢類役のｷﾑ·ﾋｮﾝｼﾞｭﾝね。

SS501にはもう１人ｷﾑ·ﾋｮﾝｼﾞｭﾝが居てあだ名をﾏﾝﾈと言います。

末っ子って意味です。

ﾏﾝﾈとﾘﾀﾞです。

眠いです。

３時に起きてﾊﾟｿｺﾝの設定をやってて

それで１０分ぐらい前からﾌﾞﾛｸﾞ書き始めたので。

ちなみに今４時４０分です。

昨日も大奥を見ようと思って起きてたんですが

１０分で撃沈。

何もｼﾞｬﾆﾈﾀ書いてないですけど眠いので寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.01 Tue 悩みは尽きないけれど。

大倉担まひるですけども。

家の会社を昨日で閉めました。

しばらくはこの家で過ごせるみたいだけど

結局、家出なくちゃならないから

親の仕事次第ではあたしも新しい仕事探さないとならないみたい。

引っ越しがどの辺になるかわからないから。

あてくしはその前に雑誌を片付けないと引っ越せない。

山のようにあるからね。

今日から少しづつ片付けますか。

恋愛ﾏﾆｭｱﾙも今日で最終回だしなぁ。

昼ﾄﾞﾗの中澤裕子姉さんの芝居が異常に臭いけど

今日も見るんだろうなぁ。

徳山秀典さんｶｯｺｲｲし。

ｶｯ… (ﾉ∀·´*)ｶｸｨｨ♪♪

もう気持ちがﾌﾜﾌﾜしてますわ。（笑

最近のあたし。

ﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸ→ｷﾑ·ﾎﾞﾑ→徳山秀典。

あれれ

大倉忠義さんは

それは常にですから。

常に大倉忠義

それは変わらない。

あ。そうそうずっと書き忘れてたんだけど

忠義のﾄﾞﾗﾏにな、なんと弟役で中島健人くんが出るんです。

あたしにとったら２度美味しいﾄﾞﾗﾏなわけで。

２人の絡みが見れるかと思うともう思い残すことはないです。

忠義大丈夫かなぁ

健人くんとうまく馴染んでくれるかなぁ。

雑誌に２人のﾂｰｼｮとか出てたらもう死んでもいい。（←大げさ



あ。昨日見たらﾌﾞﾛｸﾞﾗﾑで大倉忠義ﾗﾝｷﾝｸﾞで１位取れてました。

あの憧れのナオさんのﾌﾞﾛｸﾞがずっと１位だったんですけど

やっと１位取れました。

これをｷｰﾌﾟできるように頑張りたいと思います。

あ。昨日ｶﾚﾝﾀﾞｰが届いてました。

NEWSとＪｒ．です。

今年はとうとうＪｒ．まで買ってしまった

（↑Ｊｒ．ｶﾚﾝﾀﾞｰ。

（↑ＮＥＷＳｶﾚﾝﾀﾞｰ。

今年はとうとうＪｒ．まで買ってしまいました。

ﾀﾞ━o(｀·д·´)ﾉ━!!
飾る場所なんてないのになぁ。

早くｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰも届かないかなぁ。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.02 Wed 涙ﾎﾟﾛﾎﾟﾛ。

大倉担まひるですけども。

家の中が暗いです。

まぁ、いろいろあって。

仁ﾁｬﾝの 聴いてます。

やっぱりあたしは仁ﾁｬﾝの歌声が大好きです。

辛かった時、何度も励まされたのが

赤西仁の歌声だったから。

今ももしかして仁ﾁｬﾝからの頑張れって言う

ﾒｯｾｰｼﾞなのかもしれないね。

なんか涙がいっぱいこぼれてくるよ。

そだ。ハイチュウのｹｰｽ申し込まないとなぁ。

せっかく箱買いしたのに。

なんか全然当たる気がしないんだけどねぇ。

関西限定販売だったﾗｰﾒﾝの「好きやねん」を

買ってどんぶりの応募もしたけど

ﾊｽﾞﾚたっけ。

まだそんなに人気だったわけじゃなかったと

思うんだけど。

なんかそんなこんなでCMも関西限定だったから

ｹﾞｯﾁｭｳは出来なかったけど

CMはたまたま大阪に遠征に行った時に

見たんだよね。

ﾈｯﾄｶﾌｪで。

あたしはﾈｯﾄしてて空（＠章大）が 見てて

それで結局３回ぐらい見た。（笑

懐かしいなぁ。

昔はよく遠征もしたよね???
楽しかったなぁ。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：赤西仁

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=87875#ref=vote
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/376/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


家の中がいろんなことでくっちゃくちゃです。

覚悟決めていたのに

また気持ちかき乱されるかと思うと

腹立たしいです。

もう悲しいとかそんな気持ちはないです。

あたしは冷たいかもしれないけど



あたしが病気になったこと恨んでるとかまで

言われて結局この人とはわかりあえないんだなぁって

思いました。

そんなに死にたきゃ死ねばいい。

結局死ぬ勇気もないくせに

死ぬ死ぬ言って気持ちかき乱すのは辞めて欲しい。

あたしはﾏﾏﾝと生きてく覚悟決めたから。

仕事から帰ってきて駐車場に止めた車の中に

ﾎｰｽで排気ガス引き込んでる姿発見してどう思ったと思う???
心配したし、悲しかったし、情けなかったよ。

ずっと我慢してきたけどあまりの腹立たしさに

書かせてもらう。

あたしにﾊﾟﾊﾟﾝなんていらない。

いっそ居なくなってくれた方がﾗｸ。



2011.03.04 Fri 昨日は失礼しました。

大倉担まひるですけども。

昨日は取り乱してすみませんでした。

でも言いたいこと書いたらすっきりしました。

ちょっと言い過ぎた部分もありますが

ずっと気持ちの中でﾓﾔﾓﾔしてたので

吐き出してよかったと思います。

気分害した方はすみません。

この時間にﾌﾞﾛｸﾞを書くのも久々ですね。

珍しく眠れなかったので

起きてみました。

どうせ明日休みだしと思って。

まぁ、そんなに深刻に眠れないわけじゃなくて

たぶんもう１度ﾍﾞｯﾄﾞに入ったら眠れると思います。

それよりﾌﾞﾛｸﾞ書きたかったんです。

昨日の謝罪も含めて。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.04 Fri 肩ｺﾞﾘｺﾞﾘ。

大倉担まひるですけども。

結局寝てないんだなぁ。（笑

ﾃﾝﾌﾟﾚ作り始めちゃったら止まらなくなっちゃって。（笑

もう３月なんだね。

あっという間だよねー。

ﾊﾟﾁｱﾊﾟｺﾝの も今月末だし。

楽しみ。楽しみ。

もしかしてその前にあたしの引っ越しがあるかもだけど。

うーん。 置けるかなぁ。

あたしの部屋、元々棚がついてるからそこに

と が収納してあって

更に棚を買って入れててそれもいっぱいなのよねぇ。

押入れもﾋﾞﾃﾞｵと雑誌と でいっぱいだし。

絶対新しい部屋に収納出来ないよー。

引っ越しのﾄﾗｯｸに

乗らないな。（笑

ﾏﾏﾝに怒られそうだけど···｡（苦笑

物が増えすぎてﾔﾊﾞｽ。

あとﾈｯﾄもどうしようかなぁと思ってて。

うち、全部で電話回線４つ持ってるんだけど

２つにしてもらおうかなぁって。

１回線にすると不便。

電話代の支払いも公平にしたいし。

離れ生活今考えるとﾎﾝﾄ快適だったなぁ。

お金と仕事があれば１人暮らしするのになぁ。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.04 Fri 雛祭り婚。

大倉担まひるですけども。

そういや、ﾘｯｷｰこと中江川力也くんが昨日、結婚したそうで。

おめでとうございます。

ﾘｯｷｰはすごく優しいので幸せな家庭が築けるんじゃないかと。

ﾘｯｷｰ、お幸せに。

しかも証人が滝つとか。

すげぇ。

あたしも滝つが証人で大倉さんと結婚したいわ。（笑

いや、ここは東山さんかなぁ。

じゃ、東山さんと松岡くんが証人で。

とか言ってるけど全然現実味のない話なわけで。

ｴｸﾞｴｸﾞ(T△T)
なんかGMに出てる頃の忠義がはなまるカフェに

出たやつ見てたんだけど

３０歳で結婚するのがいいって言われてたよねぇ。

あと５年かぁ。

あと５年でただﾁｬﾝが結婚しちゃったら

ｼｮｯｸだわ。

でも５年経ったらあたしの気持ちは

落ち着いてるのかもしれないよね。

でも５年なんてあっという間だしね。

まだｳﾊｳﾊしてるかも。（笑

只今、少ｸﾗでB.I.Shadowﾒﾄﾞﾚｰ見てます。

ﾔﾊﾞｲ。

中島健人くんの歌い方がｴﾛｲ。

短いけど内容がないけど

ｻﾗﾊﾞ。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.05 Sat クレヨンしんちゃん映画。

大倉担まひるですけども。

土曜日なのに珍しく早番です。

でも今後月曜日も早番になるので

ちょっとﾗｸになりそうです。

ﾌﾞﾛｸﾞ書く時間も出来そうです。

今日ってか深夜、お腹痛くて

それが今朝になっても尾を引いていて

そんな時に限って職場のﾄｲﾚが壊れー。

すぐ修理に来てもらったので

難を逃れましたけども。

そうそう、なぜか昨日のｱｸｾｽ数が異常に多く

ﾋﾞﾋﾞってます。

その前日も今日もいつもより多く

またどこかに晒されたかと思うとﾋﾞｸﾋﾞｸしてしまいます。

所詮ﾁｷﾝ野郎なんでね。（笑

あ。そだそだ。

クレヨンしんちゃんの映画で忠義とヒナﾁｬﾝが

声優ﾃﾞﾋﾞｭｰしちゃうそうで。

なんか映画観に行く予定もなかったんだけど

こりゃ行かないとﾀﾞﾒですね。

役名とかも見たんだけど忘れちゃいました。

確か悪の王国ﾍｰﾃﾞﾙﾅ王国のﾍｶﾞﾃﾞﾙ研究所の屁と芋の権威

ﾍｶﾞﾃﾞﾙ博士の助手ｼﾞｬｶﾞｰとﾏｯｼｭ役だとか。

ｼﾞｬｶﾞｰがヒナﾁｬﾝでﾏｯｼｭが忠義。

ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰも「ﾏｯﾁｮで熱いｼﾞｬｶﾞｰと長身で物腰柔らかなﾏｯｼｭという

ｷｬﾗｸﾀｰがぴったり」と太鼓判だとか。



そんなわけでﾍｰﾃﾞﾙﾅ王国の公用語が大阪弁に書きかえられたほど。

そんなわけで映画観に行きます

なんかｼﾞｬﾆWebのﾌﾟﾛﾌｨｰﾙの写真見たのね。

大倉さんが金髪で良かった

なんか結局生で金髪ただﾁｬﾝは見れなかったけど

でもｸﾞｯｽﾞとかWebの写真とかで残ってくれて

ﾎﾝﾄに嬉しい♥

金髪ただﾁｬﾝがｶｯｺｲｲから。

金髪ただﾁｬﾝが大好きだから。

グハ。（吐血

そうそう、職場の店長が異動になります。

栃木に異動になるそうで

月曜日に送別会があります。

うちの会社は辞令が降りてから実際の異動まで

１０日ぐらいしかないんです。

すごくお世話になった店長なので

すごく寂しいんですけどね。

一緒にAKBやエイトの話をしてたのが

すごく楽しくて。

いつも気にかけてくれたりして

有難いなぁと思ってます。

追記にｺﾒﾚｽ。

遅くなってすみません。

うららさん（＠亮）

ふーたんさん（＠忠義）

フルマリさん（＠忠義）

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

Mariさん（＠忠義）

なゆさん（＠忠義・健人）

まみどり。さん（＠忠義）



ルカさん
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夢にｲｹﾒｿが出てくるのは飢えてる証拠でしょうか???（笑

お願いﾗﾝｷﾝｸﾞまだ１回目と２回目しか見てないんですけど

めっちゃ面白かったです。

亮ﾁｬﾝとか自信満々に歌ってたのに

たった１文字違っただけでｼﾞｬﾆｰｽﾞ愛なしに

されてしまいましたね。

毎週楽しみですね。

ふーたんさん（＠忠義）

ﾊﾞｲｸってかﾍﾞｽﾊﾟなんですけどね。

でも新車で買うと５０万ぐらいするんですよ。

びっくりですよね。

あたし、この田舎に住みながら

車の免許持ってないんですよ。

非常に残念なあたしです。

いつも体の心配ありがとうございます。

今は精神的にきついですね。

もう吹っ切れましたけど。（笑

ﾌﾞﾛｸﾞが書けるだけあたしは強いんだなぁと思います。

フルマリさん（＠忠義）

最近昼間の休みの日しかTV見てないせいか

ﾊｲﾁｭｳのCMに出逢えません。

あたしもｸﾞﾘﾝな彼しか見てないですけどね。（笑

なんか職場でﾊｲﾁｭｳのCM見ると「福原さん思い出します。」

って言われましたよ。

あたしもﾊｲﾁｭｳ箱買いしちゃいました♥

次から次へといろんなことが

発表されてﾄﾞｷﾄﾞｷですね。

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

そうですね。

箱の色は違っても写真は一緒ですね。

あたしはﾀﾞｰｽ買いしました。



ｸﾞﾘﾝなｹｰｽ当てたいですよねぇ。

まだ応募してないので

そろそろ応募を始めたいと思ってます。

クレヨンしんちゃんの映画楽しみですね。

Mariさん（＠忠義）

箱買い出来ましたか???
なんかｹｰｽの応募もしたいなぁと思って

ついつい箱買いしてしまいました。

某ﾌﾞﾛｶﾞｰさんのﾌﾞﾛｸﾞで見たんですけど

上から下までﾊｲﾁｭｳで上に大きなPOPが
ついてる写真見たんですけど

それはさすがに箱買い出来ないですね。（笑

ﾌﾞﾛｸﾞﾗﾑはいつも２位だったので

１位になれた時はすごく嬉しかったです。

ありがとうございます。

これからもよろしくお願いします。

なゆさん（＠忠義・健人）

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

そうなんですよねぇ。

大倉さんと健人くんが大好きなんです。

なゆさん、よくご存じですね。（笑

なんかﾄﾞﾗﾏでどうゆう絡みを見せてくれるのか

雑誌での対談とか想像は広がるばかり。

ぜひ仲良くなってﾄﾞﾗﾏ終わらせて欲しいですね。

もうウハウハです♥

まみどり。さん（＠忠義）

ﾌﾞﾛｸﾞﾗﾑでいつも２位だったので

１位になれた時は嬉しかったです。

これからもよろしくお願いします。



ルカさん

ﾎﾝﾄに最初の噂の段階では見れないかもしれないって

思いました。

でも弟役で良かったです。

でも忠義だけ血のつながりのない兄弟なんですよね。

ある意味ﾄﾞｷﾄﾞｷですね。



2011.03.06 Sun 飛びつきすぎ。

大倉担まひるですけども。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやらせていただきましたので

該当者様は目を通してくださいね。

遅くなってﾎﾝﾄにすみません。

そうそう、あたし、iPad持ってるんだけど

新しいiPadにはｶﾒﾗがつくらしいの。

そっちの方がいいじゃねぇか

結構ｼｮｯｸなんですけど。

しかもだいぶ薄く軽くなるらしくー。

やっぱり新しい物にすぐ飛びつくものじゃないね。

しばらく待ってから買う方がいいね。

そんなわけでiPadもiPhoneも古いやつなあたしです。(ﾉд-｡*)

そういや、忠義がｽﾏｰﾄﾌｫﾝ２台持ちになってしまったと

言ってたけどｽﾏｰﾄﾌｫﾝってｼﾞｬﾆWeb見れるの

ちなみに忠義さん、iPadもiPhoneも持ってるらしい。

一緒じゃねぇか。

忠義さんも飛びつき人生ですか

まぁ、忠義さんとかは移動の時間が長かったり

ﾄﾞﾗﾏの開き時間が長かったりするから

持ってて当然だと思うけど。

ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝは何持ってるんだろ

あたしはSONYのVAIOだけど。

単純に色だけで選びましたけども何か

でも初めてのﾊﾟｿｺﾝから今の３台目のﾊﾟｿｺﾝまで

ずっと富士通だから全然VAIOに馴染めない。

あ。家の会社にも １台あるんだけど



どうするんだろ

弟の家でもらってくんだろうか

その 会社としては２台目なんだけど

もっそい高いｿﾌﾄが入ってて１００万ぐらいしたんだよね。

その 見た時は画面ﾃﾞｶって思ったけど

今のあたしの３台目の の方が画面ﾃﾞｶｲんだよね。

しかも横長で壁紙をDLするのにも合うｻｲｽﾞがないの。

便利なんだか不便なんだか。

で。再就職のために簿記とﾊﾟｿｺﾝを勉強しようかなぁと思ってるんですけど。

とりあえず資料請求だなぁ。

せめてﾜｰﾄﾞとｴｸｾﾙぐらい使いこなせないとなぁと。

今も職場で使ってるには使ってるんだけど

誰も教えてくれないからやっぱちゃんと習いたいなぁと思って。

なんか次の仕事は事務職にしたいなぁと思ってて。

もう接客はイヤ。

昔は接客大好きだったけど

今の仕事で大嫌いになった。

やっぱﾊﾞｲﾄと社員の違いかなぁ。

でもお客さんに「ありがとう。」って言われるのは

嬉しいけどね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.08 Tue 送別会。

大倉担まひるですけども。

今日、仕事終わって１度帰ってきてから

店長の送別会に行ってきました。

ﾎﾝﾄにすごくいい店長でまだ異動して欲しくなかったなぁと

思いました。

送別会もすっごい盛り上がって

二次会まで参加してあとは眠くなったので

途中で帰ってきました。

たぶん三次会はAKBﾌｨｰﾊﾞｰだと思います。（笑

めっちゃ帰りたくなかったけど

眠さには勝てませんでした。

しかも左目に物貰いが出来そうで。

一昨日ぐらいから左目が痛くて。

今、赤くちょっと腫れてるんですけど。

そんなわけで帰ってきました。

楽しかったです。

ちなみにうちのすぐ近くで飲んでたので

歩いて帰ってきました。（笑

よっしゃー。

明日から昼ﾄﾞﾗ＆韓流ﾄﾞﾗﾏです。

ってかﾊﾞｲﾄの男女が付き合ってたんですけど

ちょっと前に別れたんですね。

それを１人原因を聞きたがる人が居て

空気読めないなぁとずっと思ってました。

みんなが流してるのにずっとなんで別れたの???
って聞いててしかもその２人共いるのに。

居ないとこで聞いてくれよってずっと思ってました。（笑



ってか久々に夜更かししています。

前だったらまだ全然起きてる時間なのに

最近は遅番でも２３時には寝てますもん。

お酒飲んだから薬飲む時間ずらそうと思って

まだ起きてるんですけどね。

あ。でも昨日、AKBのﾄﾞﾗﾏ見ました。

昨日が最後だったんですよねぇ。

たぶん終わりまで見たかと。

そんなわけで昨日がﾁｮｰ久々の夜更かしでした。

今日、朝起きるのつらかったですもん。

さすがに３日も早番が続くとつらいです。

ほぼあたしは遅番なんで。

朝１０時頃に起きてー。

って感じなんで。

のんびりまったりしています。

また明日。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.08 Tue また寝ます。

大倉担まひるですけども。

３時ぐらいまで眠れなくて少し眠れたので

気分よく起きることができました。

いやぁ、昨日は楽しかったです。

３時間ぐらいしか寝てないので

夕方眠くなりそうですけどね。

まだ昼ﾄﾞﾗまで時間があるので２度寝したいと

思います。

そうそう、最近∞MAPを全然見てなくて。

休みの日は昼間のﾄﾞﾗﾏを見るのに

忙しくて全然ﾁｪｷﾗ出来なくて

まだちょんまげぷりんも見てないですもん。(ﾉд-｡*)

どんだけ〜

時間がいくらあっても足りないぐらいです。

寝だめとかできたらいいのに···｡

そしたら２４時間寝て２４時間起きてます。（笑

今日は久々に本屋に行こうかなぁ。

全然ヲタ誌とか買ってないし。

今日まとめて買ってこよう。

あたし的エ○本なんで。（笑

やっと最近鼻の中のかさぶたが良くなってきました。

ちょっと前まで鼻の下伸ばしたりするだけで

かさぶたが剥けて出血してたから全然良くならなくて

痛くて涙が出るぐらいだったんです。

それもだいぶ良くなってかさぶたもほとんど出来なくなりました

うーん。めでたい。



たいした内容も書いてないですが

また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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JUGEMテーマ：ジャニーズ



2011.03.11 Fri ｲｹﾒｿﾊﾝﾀｰ。

大倉担まひるですけども。

韓国版「きみはﾍﾟｯﾄ」にﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸさんが出ます。

映画らしいんですが。

になったら

絶対見よう〜♥

年上に甘えるﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸさんが見てみたいです。（笑

楽しみだなぁ。

ヽ(;´Д`)ﾉﾊｧﾊｧ

あ。ヲタ誌買ってきたけど

まだ全然読んでないや。

今日はゆっくりした時間を過ごそうかなぁと思ってます。

雑誌読んでﾄﾞﾗﾏ見て やって。

まったーりした時間だ。

今、１番ﾊﾏってるﾄﾞﾗﾏは昼ﾄﾞﾗの「さくら心中」。

中澤裕子姉さんのﾋｰﾙ役がﾊﾏり役ってゆーか。

あそこまで凶暴じゃなくても絶対ﾓｰ娘。時代は怖かったに

違いない。（笑

なんか何かで聞いたことあるんだけど

中澤姉さんがﾊﾞﾅﾅ嫌いだったから

ﾓｰ娘。ではﾊﾞﾅﾅ禁止令が出てたとか。（笑

そのぐらい怖かったって話です。

あ。それでさくら心中ですが今日、中澤姉さんが死ぬかもしれなくて。

全然くたばりそうにないですけどね。

でももうそろそろ桜子一家をﾗｸにしてあげたくて。

まぁ、中澤姉さんが徳山さんを殺して自分も死ぬかもしれないってとこで

話は終わってるんですけど。

そんなわけで今日どうなってるかﾊﾞﾘ楽しみなわけです。

ﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸさんの 買いました。



思ってたよりも大きくてびっくりしました。

写真集ぐらいの大きさで厚さが７〜８ｾﾝﾁぐらいあります。

もちろんまだ観てないですけども。

最近ヲタを全く隠していません。（笑

２７歳崖っぷち人生それもどうかと思いますが

なんか気持ち的にﾗｸになりました。

それもこれも元店長のおかげです。

同じ２７歳でAKBヲタを晒してくれた店長のおかげです。

あ。でも某ﾋﾞﾃﾞｵﾚﾝﾀﾙ店でﾊﾞｲﾄしてた時もヲタ晒してました。（笑

それは若気の至りですけども。（笑

しかも職場ではｲｹﾒﾝﾊﾝﾀｰと呼ばれています。（笑

ちょっと恥ずかしいです。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.12 Sat あたしは無事です。

大倉担まひるですけども。

昨日の地震すごかったですね。

あたしの住んでるところでも震度５で

棚が少し崩れました。

あたしは無事です。

心配してﾒｰﾙくださった方ありがとうございます。

幸いあたしの住んでる付近では停電もなく

ﾎﾝﾄに何事もなく

ただ余震はまだ続いてて

これを書いてる今も余震があります。

なので全然油断の出来ない状態なんですけどね。

震度５は生まれて初めて経験した大きさの地震で

ﾎﾝﾄに怖かったです。

そうそう、それでな、なんと引っ越しをしなくて

いいという話をﾏﾏﾝから聞きまして。

ﾎﾝﾄに良かったなぁと。

あたし、とてもひとつのﾏﾝｼｮﾝでﾊﾟﾊﾟﾝと暮らすことは

出来ないなぁと思ってたんで。

今みたいに早朝起きてﾈｯﾄやるとかﾊﾟﾊﾟﾝと

暮らしてたら絶対無理だし。

荷物もすごいことになってるし、

絶対 とか売らないと

無理だと思ってたのでﾎﾝﾄに良かったです。

で、「さくら心中」なんですが、

中澤姉さんが徳山さんを刺してそのあと自害してしまったので

徳山さんが居なくなってしまったんです。

そんなわけで徳山さん目当てで見ていたあたしは

面白くなくー。



見るの辞めようかと思ったぐらいで。

比呂人（徳山さん）と桜子とさくらと３人で幸せに

暮らしてほしかったです。

まだ４月１日まで続くらしいのでとりあえずまだ観ます。

録画がめんどっちぃんですけど。

地震で被災した方は居ますか???
みなさん無事だといいんですけど。

これを書いてる間４回の余震がありました。

怖いです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.13 Sun 余震。

大倉担まひるですけども。

東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた皆様に

謹んでお見舞い申し上げます。

被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

昨日の夜もこっちでも余震を感じていたので

まだまだ油断は出来ないですけどね。

まさかこんな大きな被害が出るとは思ってなかったので

やっぱり津波のせいですよね。

山梨では海がないので津波がなかった分

被害も小さかったと思います。

改めて地震の怖さを知りました。

あ。また余震を感じています。

昨日、夕方から停電になるかもしれないとゆー情報が

入りまして店閉めるかと思いきや、

それでも営業を続けるとゆー上からのお達しに

ﾊﾞｶか と

思いつつ···｡

停電になっても店、営業する根性に負けました。

結局停電にはならなかったんですけどね。

眠いので続きは帰ってきてからで。

書ける保証ないですけど。

短いけどほなおつ〜。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.14 Mon 今日から停電です。

大倉担まひるですけども。

今日から本格的に停電になるみたいですね。

仕事に行ってる時間なんで全然問題ないですけどね。

ってかﾎﾝﾄに店、営業するのか

お客さん来るのかなぁ。

最近ｴｲﾄﾈﾀ書いてないですね。

そういや、ｼﾞｬﾆﾒﾝはみんな無事なのかしら

特に報道もないってことは無事ですよね

ただﾁｬﾝはﾄﾞﾗﾏの撮影に入ってるんだろうなぁ。

震度７以上の余震がこの３日の間にくること

７０％以上ってゆーし。

ﾎﾝﾄ、今回の地震で被災した方も多く

心が痛みます。

山梨も震度５とかだったんですけど

津波の心配がなかったのでこうしてﾌﾞﾛｸﾞ書いたり

暖かい布団で寝て暖かい部屋で過ごすことが

出来ることがとても有り難く思います。

１人でも多くの命が助かること、

１日も早く穏やかな生活が取り戻せること

心よりお祈り申し上げます。

山梨もいつ被災するかわからない状態で

不安な日々はぬぐえませんが

無事ですとﾌﾞﾛｸﾞに書けるように

過ごしたいと思います。



家が倒壊しない限り大丈夫だと思います。

まぁ、それが１番不安なんですけどね。

最近地震ﾈﾀばっかりですみません。

とにかく怖かったし、不安なんです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2011.03.14 Mon 忠義＆健人&#9829;

大倉担まひるですけども。

さすがに２日連続で早番だと眠いです。

しかも朝、もっそい早い時間に起きてﾌﾞﾛｸﾞ書いてるので

余計に眠いです。(´ぅ ・｀)ﾈﾑｲ
あ。今日、停電にならなかったです。

でも４月ぐらいまでこの状態が続くらしいので

油断は全く出来ないのですが。

余震も更に続くらしいので。

そうそう、山梨県の酒造ﾒｰｶｰが出してる

甘酒がすっごくなめらかで美味しいんです

昨日、 で発見して試しに買ってみたのですが

むっちゃ美味しくて今日も買っちゃいました。

七賢（しちけん）ってとこで出してるんですけど

温かいのはもちろん冷たくても美味しいです。

そうだ。まだ今回はPOPEYE買ってないんですよー。

今回も忠義がすごく評判いいらしいですね。

明日にでも買いに行こうと思ってます。

あと別ﾌﾚもまだ買ってなくて。

ってか本屋自体に行ってないってゆーね。

あ。ｴｲﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ買いました♥

ﾍﾟｰｼﾞ数は少ないのですがただﾁｬﾝが男前で

あぁ。もうﾄﾞﾗﾏが楽しみで仕方ないです。

健人くんと一緒なんてウハウハすぎる

後輩と一緒にﾄﾞﾗﾏに出るなんて初じゃないかしら

しかも東ｼﾞｭ。

たぶん全然今まで絡みないよね



ちなみに残念なあたしは三浦春馬くんのﾄﾞﾗﾏで

健人くんを発見出来てません

ってかたぶん見たのも途中からで

２〜３回ぐらいしか見てないもん。

何気事務所も健人くん推しだよね。

そういや、４月から少ｸﾗが見れなくなるんです。

今まではCATVで見れてたんだけど

４月からBSなんちゃらってやつに変わるらしくて

見れなくなっちゃうんです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
これからどうしよう。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
BS映る方いらっしゃったらﾒｰﾙくださいませませ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2011.03.15 Tue 夢。

大倉担まひるですけども。

２日続けて忠義の夢みました。

昨日は到底ｾﾚﾌﾞ大倉の行きそうにない回転寿司に

忠義と一緒に行った夢でした。

めっちゃ美味しそうに食べる忠義の姿に

惚れ惚れ。

で、今日はあたしがＡＫＢの卒業が決まってて

最後のＴＶ出演っていう設定で

番組がエイトとかぶるんですよ。

それでﾋﾞｷﾞﾅｰとか歌うともっそいただﾁｬﾝがﾉﾘﾉﾘで

見てくれてて実は付き合ってますみたいな。（笑

とにかくその時のただﾁｬﾝの顔が可愛かったんですよ。

そんなわけで２夜連続ただﾁｬﾝ三昧でウハウハでした

その報告のためにﾊﾟｿ立ち上げました。（笑

寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.15 Tue 古い記憶。

大倉担まひるですけども。

今日も停電はありませんでした。

でも明日２回あるってゆー噂です。

なんかもう毎日停電の噂にﾄﾞｷﾄﾞｷです。

久々に「Excite!!」と神ｻﾏｰ魂のDVD見ました。

いやぁ、ﾏﾙﾁｱﾝｸﾞﾙ５回ぐらい見たんだけど

忠義が男前過ぎて。

なんかたぶんまだﾄﾞﾗﾑを楽しんでやってなかった頃だと

思うんだけど

つまんなさそうにﾄﾞﾗﾑ叩いてる姿に逆に

萌えるってゆーか。

今からしたら貴重な姿ですからね。

今はすごくﾄﾞﾗﾑも楽しそうにやってて

それはそれですごくｶｯｺｲｲんだけど

当時があるから今があるみたいなものだし。

博貴の姿にもｼﾞｰﾝとしてしまいました。

当時はすばると亮ﾁｬﾝと博貴がﾒｲﾝﾎﾞｰｶﾙだったので

博貴のﾊﾟｰﾄも多く、博貴の歌声が好きでした。

なんか以前に関ｼﾞｬﾆ∞に忠義が入った時、なんで???
７人でこれからもやっていけばいいじゃんって思った。

忠義が入ったことに違和感を感じたと話された方が居ました。

たぶん忠義以外のﾌｧﾝの方はそう思ったかもしれません。

でもあたしは当時から忠義が好きだったので

忠義がｴｲﾄに入れたことがすごく嬉しかったのです。

結果忠義が入ったことは正解だったと思うし、

今ではなくてはならない存在だと思ってます。

ｴｲﾄのﾄﾞﾗﾏｰとしても大きく成長しましたし。

でもあたしの中ではｴｲﾄのﾂｰﾄｯﾌﾟは亮ﾁｬﾝと博貴だと今でも



思ってます。

あたしの中では永遠に···｡

で、忠義と丸ﾁｬﾝとやっすんは関ｼﾞﾐ３でヒナﾁｬﾝとヨコとすばるが三馬鹿。

これはもうずっと変わることのないものだと思ってます。

やっぱりそれが１番しっくりくるんですよね。

博貴の居ることに馴染めない方はじっくり「Excite!!」見てください。

きっと博貴の居場所がわかるはずです。

神ｻﾏｰ魂も当たって行ったんですよ。

友達によく当たったねって言われたんですけど

自分でもびっくりです。

何気お世話になった田口名義です。

神ｻﾏｰ魂がやった頃は福原担だったんです。

で、ｱﾅｻﾞｰ（ｻﾏｽﾍﾟ）に行くはずだったんですけど

体調が思わしくなくやまぴー担に２日分のﾁｹｯﾄを譲ったんです。

当時、関ｼﾞｭだけじゃ、松竹が埋められず、

東ｼﾞｭを急遽ｹﾞｽﾄにつけてﾁｹｯﾄをさばいてたんです。

で、あたしの行くはずだった２日間がやまぴーｹﾞｽﾄの日で。

でも結局やまぴーは出なかったんですよ。

酷い話ですよねぇ。

とﾎﾟﾛﾎﾟﾛと昔話が出てきましたけど

だいぶ昔の話ですね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.17 Thu 油断ならない日常。

大倉担まひるですけども。

昨日の夜の静岡での地震、

こっちでも震度５ぐらいあって怖かったです。

しかも２回も。

あたしは寝てたんですけど

飛び起きちゃいました。

なんかあちこちで地震があって

全然油断が出来ない状態です。

あと昨日は午前中に停電もありました。

昨日は朝方だったのでお店もそんなに暗くなかったのですが

今日は夜の停電なので心配です。

どうなってしまうんだろう。

営業はするみたいですけど。

夜、停電になって営業したことないから

どの程度暗いのかもわからないし。

なんかこんな日が続くと商売やってる人は

ﾎﾝﾄ大変だよね。

仕事にならないもんね。

会社とかもそうだと思うけど。

でも自営業の人とか生活かかってるもんね。

大変だよね。

結局今夜眠れませんでした。

まだ時間があるので出来るだけ寝ようと思ってます。

最近眠れないなんてことなかったのになぁ。

やっぱり精神的ストレスでしょうか。

なんて言ったら被災者のｽﾄﾚｽの方がﾊﾝﾊﾟないと思います。

あたしはまだ暖かい布団で眠れる環境があって

ﾊﾟｿｺﾝも自由に使える環境があって。



そんなんでｽﾄﾚｽとか言ったら罰が当たるよなぁ。

そういえば凍結してたｼﾞｬﾆWebの方で被災者の方々に

励ましのｺﾒﾝﾄありましたね。

被災してる方々は携帯も自由に使えなくて

見る余裕なんてないかもしれないけど

気持ちだけでも届いたらいいなぁと思います。

確か、昔じゅんのが仙台に住んでたことあるから

もしかしたらおじいちゃんとかおばあちゃんとか

仙台に居るのかもしれないですね。

心配です。

もう家族で話してても８割地震の話です。

そう、あたし、離れで１人で居るんですけど

懐中電灯がないんです。

近々買ってこないとなぁと思ってるんですけどねぇ。

夜中地震きて停電になったらｱｳﾄじゃないですか???
そんなわけで案外呑気ですみません。

だってｺﾝﾋﾞﾆで売り切れだったんですもん。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.mypop.jp/?userid=1210
http://blog.with2.net/link.php?820833


↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=87875#ref=vote
http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2011.03.18 Fri 夜の停電は怖い。

大倉担まひるですけども。

肩こりがひどいです。

頭痛までします。

起きてるのもしんどいです。

最近調子のいい時なんてないです。（笑

肩こりだったり鎖骨が痛かったり。

そうそう、昨日、夜停電だったんだけど

店、営業してたの。

ﾎﾟﾂﾝﾎﾟﾂﾝだけどお客さん来るの。

えぇぇぇぇぇぇーって思ったけど。

これで来なけりゃ次から店閉めると思ったから

期待してたのに。

隣の食堂も営業してたみたいだし。

停電になったらおとなしく家に居ろっつーの。

あたしだったらそうするな。

なんかとにかく万引きが出そうで怖かった。

もしくは強盗。

だから夜、停電にして欲しくないし、

店も閉めて欲しい。

怖くて怖くて。

相変わらず余震も続いてるし。

今日は昼間停電なのでｹﾞｰﾑでもして過ごそうかなぁと

思ってます。

そんなわけでｹﾞｰﾑ機をﾌﾙ充電している最中です。

ちなみに今すごく眠いんですけど

停電中に寝ようともたくらんでるので



今は我慢です。

昨日、仕事から帰ってきた時、まだ停電中で。

部屋に懐中電灯がないので（死活問題）

着替えることも出来ずに２階に上がれば

鍵かかっててﾄﾞｱ叩いても誰も出てこないし。

で、仕方なく部屋に戻って

なんとなく月明かり頼りに着替えて

携帯ﾁｪｯｸしたらﾏﾏﾝから電話入ってて。

即効かけ直したらﾏﾏﾝが「ご飯食べればいいじゃない。」って。

は 家に居るの

じゃ、なんで出ないのよ と思ったら寝てたらしい。

軽くｲﾗっとしました。

だいたいﾏﾏﾝは夜眠れないってゆーけど

昼寝はするし、夕飯終わった後ｺﾀﾂで爆睡してるんだもん

眠れるわけがない。

４時ぐらいから目が覚めて眠れないってゆーけど

あたしだってそのぐらいから起きてるからね。（笑

普通だよ。普通。

十分寝てるよ。

と言いたいが怖いので言えない。（笑

最近頻繁にただﾁｬﾝが夢に出てくるのは

あたしのヲタ怠慢が原因ですか

そんな、この非常事態にヲタヲタ出来るかぁ

いや、この間、「Excite!!」見てﾏﾙﾁｱﾝｸﾞﾙだけでも５回は見てますけど

何か

でも最近の動くただﾁｬﾝ、全然見てないー。

雑誌はとりあえず網羅してるけど。（笑

やっぱりそこは腐っても鯛的発想ですか

でもﾎﾝﾄに最近よく忠義が夢に出てくるんです。

ここ１週間ぐらいで３回よ

嬉しいけど何かの兆候かと思うと怖い。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.22 Tue あたし達に出来ること。

大倉担まひるですけども。

なんかｼﾞｬﾆｰｽﾞ事務所でも震災に向けて動き始めましたね。

やっぱり大きな事務所は力になると思いますもん。

それとお願いﾗﾝｷﾝｸﾞでやってたｴｲﾄのｺｰﾅｰが

４月から独立して放送することが

決まったとか。

ﾅｲｽﾃﾚ朝さん

出来れば全国放送でやっていただきたいと思います。

なんかせっかく面白いのに一部地域での放送では

もったいないですもん。

（↑これが一昨日までに書いた記事。

全然更新出来ずにすみませんでした。

仕事が忙しかったので疲れてまして。

しかも昨日、早番だと思って職場に行ったら

遅番で。

で、結局朝から夜まで働いていたので

ｸﾀｸﾀで。

祝日だったけど が結構

降ってたので思ってた程忙しくなくー。

戦意喪失でぼんやり仕事してました。

すみません。

なんかだって途中からすごくお腹痛くて。

２回ぐらい危機がやってきて。（笑

結局お腹痛いのは治ったんですけどね。

そう、今日、計画停電が夜あって

CONTROLが録画出来ないんです。



誰かﾀﾞﾋﾞしてくださる方いらっしゃいませんか???
いつもそんなお願いばかりですみません。

あとBSが映る方もいらっしゃったら

ﾒｰﾙください。

４月から少ｸﾗが見れなくなってしまうので

切実です。

よろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.25 Fri ﾓﾝﾊﾝのCMなんて知らなかったよー。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

大倉担まひるですけども。

いよいよ原発の影響が東京まで出てきましたね。

ﾎﾝﾄに今回は大きな被害の出た大地震でした。

でしたとか言ってるけどまだ地震は終わってなくて

日々、余震は続いてていつになったら落ち着いた暮らしが

出来るんだろうって思うと全然落ち着かないです。

被災者の方も毎日余震があって不安な日々を送ってると

思います。

しかし、計画停電のある地域も

通勤・通学に支障が出たり、

商売やってる方は仕事にならなかったりしてるのも

事実です。

家の会社はいい時に仕事辞めたねって言われてるようです。

うちは生ものを扱ってる商売だったので

計画停電なんてあったら全く商売になりません。

なので被災地の復興と共に計画停電もやらなくて

済むような生活に戻りたいです。

あたしも節電のために家に居る時は

ﾋｰﾀｰつけるのがもったいなくて布団の中でﾓｺﾓｺして過ごすことが

多いです。

まぁ、時々ﾊﾟｿｺﾝやってますけど。

昨日から酷く肩こりがするので

湿布貼ってみたんですけどどうやら痛いのは

鎖骨のようです。

鎖骨が痛むのにもいろいろ原因があるみたいですね。

体の歪みからとか内臓系からとか

もうこの痛みが異常だとわかってるので

早く病院に行った方がいいってわかってるんですけど

近所の外科に行って内臓だった場合

内科ですよね???



ってか外科に行って内臓だとわかるんでしょうか???
ってことは大きな病院に行くのが１番だとわかってるのですが

待ち時間がもっそい嫌いなのです。

（↑子供か

しかも通院となると通院だらけでめんどくさいんです。

近所の総合病院は午前中しかやってないし、

休みのたびに通院かと思うとうんざりです。

ただの運動不足のような気もするんですけど。（笑

最近また毎日ﾄﾓｺﾚやってます。

一時期全然やってなかったのですが

忠義を金髪にしたら可愛くて。（笑

他にも以前やってた頃と髪形が随分違ったりして

修正してます。

あたしはすばると夫婦なのですが

お互い不満があるらしくー。

そこで忠義から告白ないかなぁと期待してるんですけど

なかなか世の中うまくいきませんね。

あ。エイトのｼﾝｸﾞﾙ発売決定しましたね。

「T.W.L/ｲｴﾛｰﾊﾟﾝｼﾞｰｽﾄﾘｰﾄ」

４月２０日発売です

しかも３ヶ月連続とか。

クレヨンしんちゃんの主題歌と映画の主題歌は

両A面になるとか。

の露出が楽しみですね。

他のｼﾝｸﾞﾙもﾄﾞﾗﾏの主題歌になるって聞きましたけども。

なんかエイトもどんどん人気出てくるし、

その分やれることも増えてきてすごいなぁって思います。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.25 Fri ﾓﾝﾊﾝ。

大倉担まひるですけども。

今日は、お腹の調子が悪くて

ﾔﾊﾞｽです。

何も口にしなけりゃ平気なんだけど

何か食べたり飲んだりするとお腹がｷｭﾙｷｭﾙなります。

そんな本日ﾄｲﾚとお友達の福原です。

そして今日からさくら心中に徳山さんが再び。

うーん。比呂人が死んじゃって徳山さんのﾌﾞﾛｸﾞに

あなたは奇跡を信じますか???
みたいなことが書いてあったので

また出るんじゃないかなぁって思ってたんです。

どんな感じで出るのか楽しみです。

最近思うんですけど

早寝するようになって や生活の面白さを味わってないような

気がするんです。

この間のごくせんの映画だって途中で

寝ちゃったし。

しかも最後の終わり時間がﾊﾞｰﾃﾝﾀﾞｰとかぶってたので

W録の出来ないうちでは録画も出来なかったし。

ﾗｼﾞｵだって全然聴けてないし。

せっかくﾈｯﾄでﾗｼﾞｵ聴けるようになったのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

まぁ、 は録画して後で

見るとしてもﾗｼﾞｵぐらい聴きたいよなぁ。

でもどうしても２３時になると眠くなっちゃうんだよなぁ。

忠義が出てる時でさえ聴けてないからね

非常に残念な子です。



ﾓﾝﾊﾝのCMとりあえずｻｲﾄで見たんだけど

忠義Ver.とかないのかなぁ

忠義だって結構ﾓﾝﾊﾝやってるのにー。

すばるの７００数時間はすごいわ。

あたしもヒナﾁｬﾝと同じぐらいかなぁ。

そんな何百時間とか肩がこるから出来ないや。

最近全然やってないし。

でもﾓﾝﾊﾝの番組やってるなら録画してでも

見たい

しかしエイトもすごいなぁ。

ﾓﾝﾊﾝのCMに出ちゃうとは。

伊達にﾓﾝﾊﾝTｼｬﾂもらってウハウハしてるわけじゃないのね。

大倉さん。

大倉さん、CMに出てないけど···｡（苦笑

生肉をいつも焦しちゃう残念な子、福原です。

すぐ担架で運ばれちゃう残念な子、福原です。

名無しさん＞＞

ﾌﾞﾛｸﾞﾀｲﾄﾙは変えません。

これで６年やってきたし、気に入ってるし、

なぜﾌﾞﾛｸﾞﾀｲﾄﾙを変えなくてはいけないのですか???

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.25 Fri 今、あたしに出来ること。

大倉担まひるですけども。

本日３回目の更新です。

iPhoneのﾊﾞｯﾃﾘｰがあんまりもたなくなってきた。

そろそろ限界かなぁ。

えぇ。そんなわけで今日はシドを聴いてます （どんなわけ

ちなみに午前中はやまぴーでした。

そういや、ｼﾞｬﾆのﾁｬﾘﾃｨｰ運動が気になります。

J-ﾌﾚ
それとも新しくｸﾞﾙｰﾌﾟが組まれるのかなぁ。

まぁ、何にしろﾁｬﾘﾃｨｰなので買いますよ〜。

なんか楽天のﾎﾟｲﾝﾄも寄付出来るらしくて。

後でやってみようかと思ってます。

ちなみにﾛｰｿﾝのﾎﾟｲﾝﾄは寄付済み。

どっちも１０００ﾎﾟｲﾝﾄぐらいしかないけどねぇ。

ﾎﾝﾄに微々たるものだけど。

何もしないよりはいいかなぁと。

そんなことと節電ぐらいしか出来ないけど。

問題は夏だよね。

どこまで節電出来るか。

なんか被爆と隣り合わせで作業してる東電の方には

頭が下がります。

そんなわけで頑張って節電します。

被爆者がこれ以上出ませんように祈って。

そして改めて音楽って励まされるなぁと実感してます。

Mｽﾃでつよさんの歌う歌がすごく心に沁み入ってきました。

やっぱりつよさんの作る歌は大好きです。



さっきも余震がありました。

まだまだ余震の続く日がありますが

少しでもみなさんの不安が軽減出来ますように。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.26 Sat 知名度UPにGO！GO！GO！

大倉担まひるですけども。

ちょっとiPhoneのｱﾌﾟﾘを使ってみました。

ﾊﾞｯｸがごちゃごちゃしてるけど綺麗に

写るものだなぁ。

ちょっとﾊﾏった。

やっぱiPhone楽しいなぁ。

（↑愛犬モモ。

しばらくこれ愛用しそう。



で、今日も相変わらずシドを聴いてます。

この手の音楽ってラルクぐらいかなぁ。

持ってるのって。

だからシドのｱﾙﾊﾞﾑを買ったのも

ﾎﾝﾄに珍しくて。

iTunesには２曲ぐらい入ってたんだけどね。

そういや、ｿﾌﾊﾞのお姉さんにiTunesの説明したんだけど

お姉さん全然わかってくれなくて

どう書くんですか って聞かれて

ﾍﾟﾝと紙渡されてiTunesって書いたっけ。

そうそう、なんでその経緯になったかというと

iPhoneを買って１日で壊れちゃって

ｿﾌﾊﾞに持ってって交換してもらうことになったんだけど

なぜ不具合が起きたかの説明を書かなくちゃならなくて

それでiTunesって書かされた。（笑

そうそう、また忠義の夢を見ました。

内容は忘れちゃったんだけどなんか最近あたしおかしい。（笑

２週間ぐらいで忠義の夢、４回ぐらい見てるもん。

あぁ。夢占いとかみてもらいたいわ〜。

なんか友達に韓国ﾄﾞﾗﾏの 押し付けられてて。（笑

押し付けられてから４日ぐらい経つんだけど

全く見てない···｡

それでなくても 溜めてるのに。

ﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸさんの もちょんまげぷりんも

まだ見てないのにー。

４月は出費が多そう。

大奥の とｴｲﾄのﾗｲﾌﾞDVDと

ｼﾝｸﾞﾙ。

そういや、昨日HMVのﾎﾑﾍﾟ見たらｴｲﾄが予約の1位と2位と4位だった。

すごいなぁと思って。

みんながみんなHMVで予約してるわけじゃないのに。



やっぱそれだけ人気ってことだよね。

なんかぶっちゃけ４７魂辺りがﾋﾟｰｸだと勝手に思ってたのに

それからもどんどん人気はうなぎ登り。

今もどんどん増えてるもんね。

ﾎﾝﾄにすごい。

ﾃﾞﾋﾞｭｰ当時、ｵﾘｽﾀの取材で忠義がいつか京セラﾄﾞｰﾑで

ﾗｲﾌﾞがやりたいって言ってて

あたしはその時は無理だぁ〜って思ってたけど

今じゃ、ﾁｹｯﾄが取れなかったりするもんね。

おみそれしました。○┓ﾍﾟｺﾘ

ﾁｹｯﾄがとりづらくはあるけど

でも人気が出るのは嬉しい。

いつか嵐やSMAPのように一般の人にもﾒﾝﾊﾞｰの知名度が

上がってくれるともっと嬉しい。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.27 Sun 仕事行ってきます。

大倉担まひるですけども。

本日も写真から。

（↑朝日が建物に当たって反射してます。

（↑桜の木です。咲くのにはもう少しかかりそうです。

今日はすっごい眠いです。

もうこれ書きながらうとうとしています。（笑

あ。仕事行く準備しなくちゃ。

そんなわけで眠いですが仕事行ってきます。



何も書いてなくてすみません。

帰ってきてから書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.03.29 Tue 愚痴いっぱい。

大倉担まひるですけども。

今日、深夜２時ぐらいに１度目が覚めて

ﾊﾟｿ始めたんだけど

始めたら始めたで眠くて

あくびが止まらなくて結局また寝た。（笑

今、ｵﾘｼﾞﾅﾙのiPhoneのｹｰｽを注文してて

１〜２週間ぐらいで届くので楽しみです。

ｵﾘｼﾞﾅﾙとは言え３０００円ぐらいのものなので

そんなにﾊﾞｶ高くないです。

また届いたら写真UPしますね。

そういや、忠義はｴｲﾄｶﾗｰが緑じゃないですか

みなさんも御存じのように最初、黄緑だったんですよ。

好きな色を選んで各ｴｲﾄｶﾗｰになったそうですが

確か忠義はｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾞﾘｰﾝが良かったらしいです。

そんな複雑な色は却下ってことで黄緑になったわけです。

すっごい昔に忠義が言ってたのを思い出しました。

なんか今日、ふと思い出したので書いてみました。

（↑昨日までに書いた記事。

すみません。

最近ﾏﾏﾝが暇してるので夕飯の時間が早く、

仕事から帰ってきてもﾌﾞﾛｸﾞ書く時間がなくて。

ご飯食べたらすぐ爆睡ﾀｲﾑに入るんで。

今、深夜３時３０分なんですけど

やっぱり眠い。

でも１度目が覚めたのが１時で。

たぶん２１時前に寝てます。



お子ちゃまか

最近ますます早寝になってしまって。

自分的にはもっと夜を楽しみたいのですが。

特に休みの前日ぐらい。

どっちかと言えば夜型人間なので。

最近すっかり朝ﾌﾞﾛｸﾞ書くことになってしまってますが。

しかも今朝は胃が重く消化不良でも起こしそうです。

あ。あたくし的１番許せない行動。

風邪をひいてるのにﾏｽｸをしない人。

その人のせいであたしが逆にﾏｽｸをしなきゃならないじゃないですか

職場に居るのよー。

結構いい年なんだけどすっごい咳をしてて

それでもﾏｽｸをしない人が。

お客さんにも失礼だからﾏｽｸして欲しいんだけど

年上だから言えない···｡

ちなみに後輩には後輩なんだけど年上なんだよなぁ。

しかも注意しようもんならすぐキレそうな人。

最悪だ。

しかも人のｼﾌﾄ勝手に動かすの。

どうせ暇だからいいでしょ、ﾊﾞﾘに。

そういう小さいことの積み重ねがｽﾄﾚｽに

繋がるんだよなぁ。

ここ出てくれるよね???ってほぼ決めつけ。

みつこみたいな髪形しやがって。

しかも漫画のﾜﾝﾋﾟｰｽ貸してくれとか言ってきて

抜け巻があるけどいいんですか???
って言ったらそれでもいいって言うから貸したら

文句言われるし。

ちょうど面白いとこで抜け巻してて

ｽﾄﾚｽが溜まるとか言われるし。

とか愚痴を書くと叩かれるのでこの辺で。（笑

最初からﾂﾀﾔで借りろっつーの。

散々愚痴だけ書いて寝ますけど何か

愚痴いっぱい書いたけど叩かないでくださいね。（笑
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2011.03.29 Tue ｲｴﾛｰﾊﾟﾝｼﾞｰｽﾄﾘｰﾄ。

大倉担まひるですけども。

先ほどは愚痴ばっかりですみませんでした。

ちょっと鬱憤が溜まってたので。

本日も写真から。

（↑ｲｴﾛｰﾊﾟﾝｼﾞｰｽﾄﾘｰﾄ。（笑

（↑何の花かわからなかったけど小さく可愛かったので。



（↑椿。

そういえばこの間写真撮った桜の木が上の方がもう

ほころんできてた。

満開になる日も近いなぁと思った今日この頃でした。

今日、本屋に行ってきてヲタ誌とか

諸々買ってきたんだけど

忠義って+act初めてだったっけ

なんか前にも載ってたようなつもりでいたよ。（笑

なんか写真がすっごいよくて中も見ずに買ったんだけど

買って良かったなぁと思って。

まだ記事は冒頭しか読んでないけど。（笑

相変わらず余震が続いてます。

いつ大きな地震が来るかと思うと怖いです。

今、こっちでは電池が全く入ってこない状態で

どうしようかなぁと思ってﾔﾌｰｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ見たら

輸入製だけど単１電池があったので

注文しました。

どのぐらいもつのか全くわかりませんが

ないよりはﾏｼかと思って。

計画停電のない地域の方で



単１電池を買って送ってくださる方も

探しています。

あるよ〜って方はｺﾒﾝﾄくださると助かります。

あんまりたくさんでなくて結構ですので

よろしくお願い致します。

一応自分の部屋用のは充電式のﾗﾝﾀﾝを注文しました。

いつまで計画停電があって

いつまで電池のない生活も続くのかわからないので

充電式の方が心配もないかなぁと

思いまして。

未だに部屋に懐中電灯のない残念な子、福原です。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。
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2011.03.29 Tue 今日の収穫。

大倉担まひるですけども。

いろいろ今日買った雑誌をﾁｪｯｸしつつ

+actを読みました。

クレヨンしんちゃんの映画で声優をやるとゆーことで

ヒナﾁｬﾝと忠義の対談だったんですけど

クレヨンしんちゃんについてだったり

ｱｲﾄﾞﾙとゆーお仕事についてだったり

好きな俳優さんのこといろんなことを語ってました。

２人のこんな真面目に語ってる部分って

そんなに見ないし、２人のことをより知れたような気がしました。

あたし、忠義のお芝居ってすごく好きなんですよ。

いつもどこかしらやんわりしてるってゆーか。

たぶん忠義の人柄が出てる部分だと思うんだけど

たぶん周りが忠義に求めてるものってその部分だったり

するんじゃないかなぁと思いました。

でも大奥みたいなｱﾝﾆｭｲで特別な役どころも

求められてるんだなぁとも思うし。

ﾎﾝﾄ鶴岡は見たその日ご飯が食べられないぐらい

落ち込んだ。

あぁ、こうゆう部分も演じられるんだなぁって思ったし、

忠義の役どころは出番さえ少なかったけど

重要だった。

あたし、確か鶴岡見てから

ﾊﾟﾁｱﾊﾟのｼﾞｮﾆｰだったのかな???
見るの怖かったもん。

鶴岡のﾀﾞﾒｰｼﾞが大きすぎて。

ﾊﾟﾁｱﾊﾟはﾎﾝﾄ各自の役割分担が出来ていて

あぁ、７人でお芝居するってこんな感じになるんだなぁって

すごく勉強にもなった。

ﾊﾟﾁｱﾊﾟの話や藤田まことさんのお話も聞けて

すごく嬉しかったし、学ぶ部分も多かった。

時々こうゆう雑誌も出ていただけると有難い。



で、先週出たTVぴあ関西版。

ｼﾞｬﾆ勉の静岡ﾛｹが載ってた。

亮ﾁｬﾝ、やっすん、忠義の３人でﾛｹ。

もういちいち写真が可愛い♥

で、３人の「ゆずれないこと」が書いてあったんだけど

忠義のｳｫｼｭﾚｯﾄ弱めに対して２人のｳｫｼｭﾚｯﾄ強め発言。

それに対して未だにｳｫｼｭﾚｯﾄが怖いあたくし。（笑

で、相変わらず何度か言い間違いをする安田。

で、忠義の筋肉痛は何???
すごく気になる。

で、∞MAPの愛知ﾛｹ。

またしても大倉さん出てます。

スバさんクラさんです。

手筒花火の男前な姿に惚れぼれ。

まだ∞MAP見てないから早く見ようー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.04.03 Sun ﾊﾟｿのﾒｰﾙ止めます。

大倉担まひるですけども。

ちょっとの間、

ﾊﾟｿｺﾝのﾒｰﾙ止めます。

ﾒｰﾙしても戻っちゃうと思います。

また再開したらご連絡致します。

そうそう、携帯のｱﾄﾞﾚｽ変えたんですよ。

もう迷惑ﾒｰﾙが去年ぐらいから来てたんですけど

そのたびにﾄﾞﾒｲﾝ拒否してたんですね。

でもそれも追いつかないぐらいここ３日程

来てたので怖くなってﾒｱﾄﾞ変えました。

なんかお金振り込みましたとか怖いですよね???
口座を知るはずもないので振り込みはされてないんですけど

後でｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞ言われても怖いじゃないですか???
そんなﾒｰﾙがここ３日程来てたので

ﾒｱﾄﾞ変えました。

今日、仕事でﾒｱﾄﾞ変更のお知らせ送れないと

思ったので早朝に送らさせていただきました。

早朝にすみませんでした。

あともしかしたらﾌﾞﾛｸﾞもちょっとの間

書けないかもしれません。

家のことでｺﾞﾀｺﾞﾀしててあまり余裕がありません。

すみません。

もっそい私信＞＞ルカさん

静岡ﾛｹが載ってたTVぴあは３月１６日発売のNo.５６６号の関西版で



値段は２８０円です。

３月３０日に新しいやつが発売になってるので

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ取り寄せが出来たらお勧めします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2011.04.04 Mon 桜の季節ですね。

大倉担まひるですけども。

家のｺﾞﾀｺﾞﾀはとりあえず落ち着いたので

ﾌﾞﾛｸﾞ書きます。

解決したわけではないので

たぶんまた何かあるとは思いますが。

ﾒｰﾙも元に戻します。

お気軽にﾒｰﾙくださいませませ。

すみません。

気まぐれで。

落ち着いたのでｶﾚﾝﾀﾞｰを思い出して

壁に貼りました。

エイトのｶﾚﾝﾀﾞｰが予想以上に大きくて

ﾊﾟｿｺﾝ越しに見ると下３分の１が見えないんですけど。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
でも白いｼｬﾂが春っぽいですね。

あ。庭の桜が咲いてます。

明日、写真あぷしますね。

今日、お昼に に行ったんですね。

そしたら店員さんに泣きながら食ってかかってる女の人が居て。

店員さんがすごく困ってて。

で、その女の人が帰ったのでその店員さん、顔見知りなので

聞いたら

そのﾁｹｯﾄがｸﾚｼﾞｯﾄで支払えないﾁｹｯﾄで。

で、現金もなくてｸﾚｼﾞｯﾄじゃないと支払えないって言われたらしく。

で、どうしても行きたいんです。

あたしはどうしたらいいんですか???



泣きながら諦めて帰れってことですか???
って言われたらしく。

そんなの店員さんに言ってもどうにもならないじゃないですか???
ちなみに４０代ぐらいのいい大人です。

なんか話聞いて呆れちゃいました。

お金ないなら諦めるしかないじゃないですか???
ｱﾎだなぁって思いました。

あ。そういえば「ﾏｰﾁﾝｸﾞJ」３日間で３９万人とかすごいですね。

あたしは仕事の都合で行けなかったんですけど

すごく行きたかったです。

亀担の友達も都合がつかなくて行けないって言ってました。

なかなかそんな急に言われてもなかなか行けないですよね。

まぁ、３９万人の人が行ったわけですが。（笑

この後も何かしら動きがあるみたいなんで

そっちの方で頑張りたいと思います。

あ。もしかしたら引っ越すかもしれないです。

なんかうちの土地欲しがってる会社があるらしく

値段によっては売るかもしれないとゆー話です。

あたしとしては引っ越したくないんですけどね。

あと場所によっては仕事も変えなきゃならないし。

２７歳で転職って厳しいですよね

販売員の資格しか持ってないんで

何か他の仕事も厳しいですし。

車の免許でも持ってればまだなんとかなりそうなんですけどねぇ。

残念なことに田舎に住みながら車の免許がないとゆーね。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2011.04.05 Tue 理想と現実。

大倉担まひるですけども。

まだ深夜２時半です。

昨日も２１時には寝ちゃいましたしね。

いつもなら眠くてあくびが止まらないんですけど

今日は眠くないです。ﾀﾞ━o(｀·д·´)ﾉ━!!

そうそう、お待たせしてるｺﾒﾚｽ、今日中に

やりますね。

ﾎﾝﾄにお待たせしててすみません

久々にﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝから更新しています。

仕事のﾃﾞｰﾀのﾃﾞｰﾀの詰まったﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝですけど。

なんか昨日、後輩と話してたんですけど

２０人に１人はﾀｲﾌﾟどんぴしゃの人がお客さんでいるって。

えぇぇぇぇぇぇえー。

そんなこと考えて仕事してたのかよー。

しかも２０人に１人って多すぎないか

あたしなんて数年この仕事してるけど

ﾀｲﾌﾟの人なんて１人ぐらいしか居ないよ。

「ﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸﾊﾞﾘにかっこいい人じゃなきゃﾀﾞﾒですか 」って

言われたんだけど

あたし、結構これでも一目惚れってなくて

相手がどんな感じかわかってから好きになるﾀｲﾌﾟだから

なかなかねぇ···｡（笑

常連さんとか結構ｲﾗっとするし。（笑

だから恋愛出来ないのかもしれない。

やっぱり元彼が理想的だったってことを

最近つくづく思う。

なんで手放したんだろうって思うよ。

今じゃ、人様の旦那さんだよ



別れてからその人の大切さに気づくものよね。

やっぱり大倉忠義と言う人があまりにも

理想的だからいけないのよ。

はぁぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2011.04.05 Tue ★ｺﾒﾚｽ★

お待たせしました。

ｺﾒﾚｽやります。

★ｺﾒﾚｽ★

みつばさん

ふーたんさん（＠忠義）

うららさん（＠亮）

杏梨さん（＠忠義）

AZUSAﾁｬﾝ（＠忠義・章大）

緑黄さん（＠雅紀）

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

フルマリさん（＠忠義）

ルカさん

優華さん（＠忠義）

春香さん（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

みつばさん

docomoのｽﾏｰﾄﾌｫﾝではWebは見れないってことですか???
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸのiPhoneでもWebは見れないんですか???
ｱﾝﾄﾞﾛｲﾄﾞでは見れるんですね。

じゃ、たっちょんはｱﾝﾄﾞﾛｲﾄﾞを買ったんですかねぇ。

ふーたんさん（＠忠義）

たっちょんならいいﾊﾟｿｺﾝ使ってそうですよね。（笑

でも買ったのがちょっと前なので最新ってわけでも

なさそうですけどね。

気になるぅ〜。（笑

もう最近毎日肩が重いです。

鎖骨の痛い日はもっと最悪です。

余震怖いですね。

１日も早く落ち着いた生活が送れることを

ただただ祈るばかりです。

そういや、ここしばらくたっちょん夢ﾗｯｼｭが

終わりました。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
あたし、仕事の夢はほとんど見ないですね。

現実逃避してるんですかねぇ。（笑

ｼﾝｸﾞﾙ発売ﾗｯｼｭ楽しみですね。

ﾄﾞﾗﾏで一足先に聴けるんでしょうか。

それともﾚｺﾒﾝが先か。

http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


うららさん（＠亮）

うららさんも無事でしたか。

良かったです。

まだ余震とか続いてるので

お互い気をつけましょうね。

東北、茨城近辺にお住まいの方が心配ですね。

１日も早く安心して暮らせる環境が出来ると

いいんですけどね。

杏梨さん（＠忠義）

ありがとうございます。

おかげさまで無事です。

でも震度５なんて体験したことなかったので

すごく怖かったです。

鳥取でも震度１〜２あったんですね。

すごく離れてるのに。

それだけこの地震の大きさがすごかったってことですね。

今でも時々余震感じますよ。

ﾋﾞﾋﾞります。

AZUSAﾁｬﾝ（＠忠義・章大）

ﾊﾟｿｺﾝ、新しいの買ってもらえるといいね。

まぁ、安い買い物じゃないので簡単にはいかないと思うけど。

ﾒｰﾙいつも遅れ気味でｺﾞﾒﾝね。

最近ｺﾞﾀｺﾞﾀしてて。

今は一時的に落ち着いてるけど。

またﾒｰﾙしますね〜♥

緑黄さん（＠雅紀）

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

なるほどﾍﾟﾝﾗｲﾄだと落ち着きそうですね。

はい。節電に停電自分なりに努力していきたいと

思います。

まだ余震が続いてますので



緑黄さんも気をつけてくださいね。

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

原発怖いですね。

まさかこんな事態になるとは思ってもなかったので

不安ですね。

鎖骨は最初、肩こりの一種かと思ってたのですが

ﾈｯﾄで調べたらどうやら違う病気らしいです。

早く病院に行けって感じですよねぇ。

新曲ﾗｯｼｭ楽しみですね。

今月は発売ﾗｯｼｭでもありますし。

お金が飛んでいく〜。(T△T)

フルマリさん（＠忠義）

もう最近ｽﾄﾚｽ溜まりまくりですよ。（笑

しかも引っ越ししなくて済むかと思ってたら

するかもしれなくて。

あたし、異常に物が多いので今２部屋使ってるんですが

引っ越したら１部屋にまとめなくちゃならなくて

無理かもとか思ってます。（笑

とりあえず発売ﾗｯｼｭとﾄﾞﾗﾏがあるので

落ち着いてきます。（笑

ルカさん

そうですかぁ。

ルカさんの観ていたﾁｬﾝﾈﾙではｼﾞｬﾆ勉が終わってしまったんですね。

ショックですよね。

あたしも以前観てたﾁｬﾝﾈﾙでエイトの関西の番組見れてたんですけど

ｼﾞｬﾆ勉になってから見れなくなってしまって

ショックでした。

そして最近では少クラが見れなくなりました。

どんどん見れない番組が増えていってる気がします。

最近CDとかも種類が何ﾊﾟﾀｰﾝも出るので

買うのも大変ですよね。



あたしは網羅してしまうﾀｲﾌﾟなので

いつも財布が火を吹いてます。

最近、エイト、よくCD出しますよね???
嬉しいことです♥

優華さん（＠忠義）

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

大倉くん、めっちゃｶｯｺｲｲですよね。

あたしもすごく好きです。

これからも応援頑張りましょうね。

春香さん（＠忠義）

ありがとうございます。

あと電池は大丈夫です。

春香さんとこも計画停電の地域ですもんね。



2011.04.06 Wed ２４時間ﾃﾚﾋﾞ。

大倉担まひるですけども。

今日やっとﾗﾝﾀﾝが届きました。

ｿｰﾗｰ充電も出来てUSB充電も出来るやつなので

早速USBで充電しています。

でも１０日まで計画停電ないみたいですね。

暖かいので暖房を使う人が少ないので

ないらしいですね。

ってことは夏まで計画停電ないとか

だったらいいんですけどねぇ。

まぁ、とりあえずﾗﾝﾀﾝが買えたんで

計画停電いつでも来いって感じですかねぇ。

あ。今日から仕分け∞が単独で放送になるんですよね

楽しみだなぁ。

ﾘｱﾙでは見れないけど録画でまったり見たいと思います。

そうそう、今年の２４時間TVのﾒｲﾝﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨｰにｴｲﾄが

決まったらしいですね。

今年は大きな震災もあったので

責任重大とゆーか大変かなぁとは思いますが

頑張ってほしいと思います。

で、ﾄﾞﾗﾏは誰がやるんだろう

亮ﾁｬﾝはもうやってるし、

すごく気になる。

やっぱり仕事休み取ってｶﾞﾝ見しようかなぁと。

なんかいつも土日仕事だから２４時間TV最近はまともに

見たことなくて。

ﾄﾞﾗﾏはだいたい見てるけど。

節電の中でどうやって番組やっていくのかも

気になるし。



エコ番組をやった経験を生かして欲しいと思います。

２４時間TVってそう気合い入れてみたことないけど

今年は気合い入れてみたいと思います。

今日、朝すでにCMやってたらしいんだけど

たぶん追々見れると思うし、楽しみにしてます。

どんなTｼｬﾂ着るんだろう。

あたし買っちゃいそうです。（笑

あ。お花あぷしますね。

（↑桜の木。

（↑ちょっと白い花が綺麗だったので。
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2011.04.08 Fri ﾃﾝｿﾝあげたい。(ﾉд-｡*)

大倉担まひるですけども。

昨日の夜、大きな余震がありましたね。

寝ていたのでﾋﾞﾋﾞりました。

まだまだ油断出来ないですね。

いつになったらこの余震はなくなるんでしょう。

山梨でも震度３ぐらいあったみたいなんですけど

すごく大きく感じました。

３月１１日の地震がくるまで最近地震ってなかったんで

油断してたんですよねぇ。

東海地震もいつくるかと思うと怖いです。

今、こうしてる間にもくるかもしれないわけですよね。

怖いです。(ﾉд-｡*)

昨日はﾏﾏﾝの機嫌が悪くて最悪でした。

仕事から帰ってきたら速攻ｸﾞｼﾞｸﾞｼﾞ言われて

疲れて帰ってきてるのにそのｸﾞｼﾞｸﾞｼﾞ聞かなきゃ

いけませんか って

思ったもん。

ﾎﾝﾄ機嫌のいい日を探すのが難しい程最近機嫌が悪いです。

毎日ｹﾝｶですもん。

で、何か言えば「すぐ口答えする。」って言われますもん。

あたし滅多に口答えなんてしないんですけどねぇ。

ほとんど黙って聞いてるのにちょろっと何か言うと怒られるんですよ。

そんなわけでｽﾄﾚｽ溜まる溜まる。

なんであんなにﾋｽﾃﾘｰなんだろう。

昔からそうだったけど。

ｷﾚるとお茶碗とか皿とか投げたりﾃｰﾌﾞﾙひっくり返したり。

だから地雷踏んだらﾀﾞﾒなんですよ。（笑

あぁ。もうイヤだ。



ﾊﾟﾊﾟﾝが一生懸命ﾏﾏﾝの機嫌取ろうと話しかけるんですが

完璧ｽﾙｰですよ。

まぁ、ﾏﾏﾝの機嫌の悪いのは８０％ﾊﾟﾊﾟﾝのせいなんですけどね。（笑

今日、お雑誌を買いに行こうと思ってるんですけど

POPEYEはまだなんですよねぇ。

また来週辺りに本屋行かないとﾀﾞﾒですね。

まぁ、上にも書いた通りの原因であたしもﾃﾝｼｮﾝが下がりっぱなしなんですが

全然ただﾁｬﾝのこととか考えられない。

もうすぐ 発売なのになぁ。

気持ちに余裕が全くない···｡

そう、最近すごくすごく相葉ﾁｬﾝが気になるのです。

出戻りとかはあり得ないけど

でも相葉担だった昔のこと思い出して

笑ったりすること多いんです。

最近見てないですけど相葉ﾁｬﾝのﾆﾝﾃﾝﾄﾞｰ３DSのCMがすごく好きで。

和みます。

あたしも３DS持ってるんですけど

最初から入ってるｿﾌﾄのMiiで遊んでて

せっかくﾚｲﾄﾝ教授のｿﾌﾄ買ったのに全くやってません。

（↑ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝと色がかぶる。



早くｴｲﾄの 観てﾃﾝｿﾝ上げたいなぁ
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2011.04.08 Fri 未熟者だけど好きで居させてください。

大倉担まひるですけども。

ヲタ誌を買いに行ったら３誌共エイトが表紙で。

春らしく爽やかな表紙で特にWUの表紙の

忠義がすっごい可愛くて

あぁ。なんで世の中にこんな理想的な人が

存在するんだろう。

なのに自分は遠くから眺めることしか出来ないなんて。

嬉しいやら悲しいやら。

でも忠義に出逢えたことを感謝しなくちゃね。

同じ時代に生まれて忠義という存在に

出逢えたことを感謝することが第一だと思う。

それだけで幸せなのかもね。

こうして忠義の成長をﾗｲﾌﾞで生で感じたり

TVや雑誌で見ることが出来て。

そんなこんなで１０年ぐらい経つわけで。

忠義を見続けてあっという間。

忠義のことで泣いたこともあったけど

でも最近はそんなこともなくて

忠義のこと考えると笑顔で居られる。

たくさん忠義から幸せをもらってるってことかなぁって

思う。

感謝してもしきれないぐらいの

幸せを忠義からもらってるんだね。

あたしはそんなに自信満々で大倉担ですなんて

言えないぐらい情けないﾌｧﾝだけど

少しは忠義の役に立ててたらいいなぁと思います。

あたしはこうしてﾌﾞﾛｸﾞ書いたり、

ﾗｲﾌﾞ行ったり、TVや雑誌見て応援することぐらいしか

出来ないけど···｡

無力だけど忠義の支えのひとつに



なれたらいいなぁと思います。

もちろんたくさんのﾌｧﾝの人の中の１人として。

好き過ぎてつらいなぁって思ったこともあるけど

彼女の存在とか気になった時期もあったけど

今はそうゆう部分も含めて

少しは大人になったなぁと思います。

でも今でもきっと忠義ｿﾛｺﾝとかあったら泣くんだろうなぁ。（笑

ｿﾛｺﾝが嬉しいのと忠義が眩し過ぎるのと

ここにいるみんなが忠義のこと好きなんだなぁと思うと

胸が苦しくなります。

決して独り占めしたいとかそうゆうわけじゃなくて。

自分がその周りにいるみんなより

劣っている気がして。

そうゆういろんな気持ちが入り混じって

ｿﾛｺﾝではずっと泣いてた。

やっぱりまだまだ子供なのかもね。（笑

もう会場見た途端胸が苦しくなって

なんかでも忠義が一生懸命笑わせてくれた。

そんな忠義がますます大好きになった。

忠義の笑顔がｷﾗｷﾗ輝いていて眩しかった。

まだまだ未熟者のあたしですが

大倉忠義のことを好きで居させてください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.04.10 Sun iPhoneがぁー。

大倉担まひるですけども。

とうとうiPhoneのﾊﾞｯﾃﾘｰが切れてしまって

全然充電してもﾀﾞﾒで。

自分でやると２０００円ぐらいで出来るらしいんだけど

怖いから安くやってくれるとこがあって

そこに頼んでもやっぱり５０００円ぐらいするんだよねぇ。

来月かなぁ。

今月は全然お金ないし。

なんかもっとﾎﾞﾁﾎﾞﾁな感じでﾀﾞﾒになるかと

思ったのにある日突然で。

使えないとなるともっそい不便で。

iPhoneのｹｰｽも出来上がったのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

（↑たちょんだぁー。

ヲタ丸出し。

最近ﾒｱﾄﾞ変更する友達が多くて。



最近ﾒｱﾄﾞ変更する友達が多くて。

今月に入って６人目。

どこかで情報が漏洩してるんだと思うんだけど

どこでかもわからないし、

どこまで漏れてるかもわからないし、

ﾒｱﾄﾞ変えても不安だよね。

って話をお友達としてて。

不安です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

お腹痛いので寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.04.12 Tue なんで今日仕事なんだろ。

大倉担まひるですけども。

ｱﾏｿﾞﾝで予約してたのでてっきり明日届くと

思ってたら今日ﾊﾟﾁｱﾊﾟの 届きました。

早く届いたのはいいけど

今日夕方から仕事なんだよー。

見れないー。

意味ねぇー。

仕事行きたくねぇー。

と駄々をこねてみる。

そうそう、昨日帰ってきて

ご飯食べてお風呂入ってﾍﾞｯﾄﾞでｺﾞﾛｺﾞﾛしてたら

そのまま寝ちゃって深夜２４時に目が覚めて

びっくりみたいな。

あたしいつ寝ちゃったの状態。

疲れてたんだろうなぁ。

ちなみに昨日は早番だったので

１７時半に帰ってきてご飯食べてお風呂入って

部屋に戻ってきたのが２０時半ぐらい。

もうそのぐらいから記憶がないの。

だいぶお疲れ模様。

じゃ、何も書いてないけど仕事行く準備します。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.04.13 Wed あなたと共に···｡

大倉担まひるですけども。

今日は代休です。

でも 行ったりしないとならないので

もしかしたらまたﾊﾟﾁｱﾊﾟの 見れないかも。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

そうそうすごく大切なお友達のﾌﾞﾛｸﾞが閉鎖しました。

結構毎日読んでてパワーもらってたﾌﾞﾛｸﾞだったので

非常に残念です。

たぶん本人が１番残念に思ってると思います。

閉鎖の理由はわからないけど

またﾌﾞﾛｸﾞ書く日が来てくれたらいいなぁと思います。

ゆんﾁｬﾝ、今まで楽しい時間ありがとう。

改めてこれからもよろしくお願いします。

そうそう、ｶｳﾝﾀｰがちょっと前まで急に８００とかなってて

ちょっと怖かったんだけど

今度は１００ちょっとでそれはそれでどうしたんだ と思うわけで。

あたしのﾌﾞﾛｸﾞの平均がだいたい３００ぐらいなのよ。

何この変動。

まぁ、徐々に戻ってくれたらいいなぁとは思ってますけど。

まぁ、駄ﾌﾞﾛｸﾞだからしゃーないか。（笑

そういえば最近また大きな余震が続いてますよね。

なんか店長も過敏になり過ぎて

揺れてない時でも揺れてる気がするらしいです。

なんか大きな地震経験するとそうゆう人出てくるらしいですね。

この間、ﾈｯﾄで見ました。

山梨でさえそうゆう人がいるんだから

被災地の方はきっと常にそんな不安な日を送ってるんだろうなぁと



思います。

まだPOPEYE買ってないです。

一応お取り置きはしてあるんですけど。

今日、 の帰りに引き取ってこようと

思ってます。

つーか今日、代休取れなかったらお疲れMAXだったわ。

週休１と２じゃだいぶ違うもんね。

特に気持ち的に。

あと鎖骨的に。（笑

うーん。早く鎖骨診てもらえって話ですよねぇ。

ぶっちゃけめんどくさいんです。

たぶん通院になるのでよっぽどじゃないと行く気がしない···｡

THE引きこもり。

ちょっと聞いて。

ﾊﾟﾁｱﾊﾟのｽﾉｰﾄﾞｰﾑに空気が入っちゃったんですよー。

結構悲しいんですけど。

あれって元々空気入ってるものじゃないですよね

いつどうして空気が入ったのか謎です。

ﾉｰｰｰｰｰｰｰｰｰﾝ

なんか昨日、仕事の帰りにｺﾝﾋﾞﾆに寄ったんですね。

そしたら仁ﾁｬﾝの「Etarnal」がかかって改めていい曲だなぁと

思ってしみじみ聴いてしまいました。

で、仁ﾁｬﾝのツイが英語で英語の苦手なあたしは半分ぐらいしか

理解出来ない悲しさ。
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2011.04.15 Fri 恋せよ、乙女。

大倉担まひるですけども。

今日、朝起きたら頭痛くて

寝不足の頭痛っぽかったので

昼過ぎまで寝てました。

そしたら頭痛が治ってました。

前は配置薬があったのですが

店を閉めてしまったため配置薬がなく

朝４時ぐらいだったので

薬局に行くわけにもいかず···｡

まぁ、とりあえず頭痛が治って良かったです。

で、ぼんやりJINの再放送を見てました。

大沢たかおさん、かっこよす♥

（↑空（＠章大）がすごく好きなのよね。

今日から亮ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏですね♥

ﾘｱﾙでは見れないけど後日のんびり観たいと思います。

まだﾊﾟﾁｱﾊﾟのﾗｲﾌﾞ も見てないですけども

大奥の も寝てたら受け取り損ねたし

とりあえずさっき再配達の電話したとこ。

それがすっごい態度悪い郵便局の人で。

ちょっとｷﾚそうになりました。

そういや、前に書いた佐川急便の最悪のﾄﾞﾗｲﾊﾞｰは

どこか別のﾙｰﾄになったらしく

あたしの家には違うﾄﾞﾗｲﾊﾞｰさんが来ます。

あたしのせいですか

まぁ、確かにﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ変えてくれって言ったけど。

やっぱり態度的に言ったらヤマト便の人が１番だけど

でもうち母屋と離れがあるんで

それをわかって配達してくれるのは慣れてる

佐川急便の人だけど。



で、話は戻るんだけど亮ﾁｬﾝﾄﾞﾗﾏに田口さんが出るのが

ﾃﾝｿﾝ上がっておりますよ

いやぁ、元田口担としては亮ﾁｬﾝとの共演が楽しみなわけで。

忠義のﾄﾞﾗﾏには中島健人くんが出るし。

あたし的には最高の共演だわ。

ぶっちゃけ忠義＆健人くん＆田口さんのﾄﾘﾌﾟﾙ共演だとなお嬉しい。

もうどこ見ていいのかわからないぐらい。(笑
そこに相葉ﾁｬﾝがｹﾞｽﾄ出演なんてした日にゃ

福原まひる狂い咲きでございます。

なんか相葉担を離れてみて相葉ﾁｬﾝの良さを

再確認出来たような気がする。

かと言って今、相葉担に未練はないんですけどねぇ。

今は大倉忠義さんが１番です。

でも相葉ﾁｬﾝも田口さんも一哉も仁ﾁｬﾝも

今でも好きですけどね。

やっぱり一時期はﾎﾝｷで好きだったわけじゃないですか

それを今は別の人好きだからって

忘れることなんて出来ません。

ひとつひとつが想い出です

泣いたことも怒ったことも笑ったことも

いい想い出です。

大切な大切な想い出です。

そうして人って学ぶものだと思います。

え???あたしはちゃんと学んだかって

わかんねぇー。(笑
たぶん大人に少しはなってると思います。

忠義のことで苦しむことも減ったしね。

うん。うん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.04.18 Mon 特典でつか???

大倉担まひるですけども。

そういや、「T.W.L/ｲｴﾛｰﾊﾟﾝｼﾞｰｽﾄﾘｰﾄ」では店頭特典があるんですね。

朝、ﾃｲﾁｸさんのｻｲﾄで知ったんですけど。

予約先着かなぁ。

予約先着じゃなかったら朝一で買いに行くんだけどなぁ。

とりあえず問い合わせしてみよー。

ちなみに携帯待ち受けFLASH画がｹﾞﾄれるらしいです。

「ﾏｲﾎｰﾑ」とかは封入特典みたいだけど。

だったら最初から封入特典にしてくれたらいいのに。

最近忠義御用達のﾈｯﾄで買う派だから···｡

１２日にﾃｲﾁｸさんにUPされたみたいだけど

もっと早くUPするならしてくれ。

ﾁｮｰﾃﾝﾊﾟる（笑

ちなみに近所のお店に聞いたところ入荷する数の分特典があるらしいので

予約してなくても朝一で行けばたぶん大丈夫っぽい。

なんかしかもｹﾁでお店にどのぐらいの数入荷するんですか???
って聞いたら教えられないですねぇって言われました。

どのぐらい予約入ってるかも教えてもらえず、

ｹﾁか!!!!!!と思った福原です。

なんか昨日、お客さんに「これﾂｹで買えないですよね???」って

言われたんですけど···｡

洋服がﾂｹで買えるかぁ!!!!!
しかも常連さんじゃないし。

びっくりするわ。

店員だってﾂｹで買えないのに。

どうゆう育ち方をすればそうなるのさ。

誰にﾂｹるんだっつーの。

怖い。怖い。

帝の良い万引きと一緒じゃないですか。



で。

(↑ﾊﾟｯﾁｺﾝDVD。

（↑大奥DVD。

ちなみに特典は新星堂さんのﾈｯﾄで買ったので

ﾌﾞｯｸｶﾊﾞｰとﾌﾟﾁﾌｧｲﾙがついてきました。

両方とも全然封を開けてません。

封ぐらい開けろよって話ですよねぇ。

だって開けたら見たくなるし、

見る時間ないし。

明日には見れそうな予感はするんだけどなぁ。

最近忙しかったからなぁ。

疲れてﾀﾞｳﾝしかかってたし。

いや、頭痛でﾀﾞｳﾝしてたのか。

明日はｴｲﾄのｼﾝｸﾞﾙ、ﾌﾗｹﾞのために早起きします。

でもｼﾝｸﾞﾙ聴きこんじゃってDVD見れないってゆーｵﾁも。

あぁぁぁぁぁぁぁあ。



なんでこんなにﾄﾞｻっと発売ﾗｯｼｭになるのさ。

頭が追いつかないじゃないか。

もっそい私信＞＞AZUSAﾁｬﾝ
ｺﾞﾒﾝなさい。まだ忙しくてｺﾒﾚｽ出来てないです。

もう少々お待ちを。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.04.19 Tue ﾌﾗｹﾞしてきたよ〜。

大倉担まひるですけども。

今日、ﾌﾗｹﾞしてきました♥

早速 聴いてPV見ました。

T.W.LのPVがめっちゃ可愛くて好き。

忠義がすっごい笑ってるの。

しかも結構ｱｯﾌﾟ多くて。

満足いく仕上がりでした。

しかもあたしも元ゆずっこなので

T.W.Lはすごく好きで。

ﾎﾝﾄ、ゆずが好きすぎてヲタ卒しようかと思ったぐらい。(笑

しかもゆずの ﾀﾞﾌﾞって持ってて

章大もゆずが好きって言ってたから空（＠章大）にゆずの あげたの。

ｲｴﾛｰﾊﾟﾝｼﾞｰｽﾄﾘｰﾄもｻﾋﾞのとこがすっごい好きで。

クレヨンしんちゃんの映画が楽しみです♥

１６日から始まってるんだよね

もう見た人とかいるよね

あたしも早く観に行こうー♥

で。ﾊﾟﾁｱﾊﾟのﾗｲﾌﾞ も観ました。

なんか全然泣く所じゃないのに

ﾂﾘｰが点灯して忠義と亮ﾁｬﾝが降りてきた時、

すっごいﾒﾙﾍﾝだなぁと思って泣いちゃった。

なんかしかも東京ﾄﾞｰﾑ公演なので前日に生で観てるのにね。(笑
ちなみにその時は泣いてないです。

なんか忠義がｻﾝﾀってとこがすごく良かったんだよねぇ。

すみません。あたし、だいぶいい大人です。(笑

あとヨコの挨拶から蒼写真の流れ

そこがすごく良かった。

あといちいちeighterがひゅ〜ひゅ〜言うとこが好き。

ヨコが気分良くしちゃってて。(笑
ミセテクレの前の忠義ﾄﾞﾗﾑｿﾛとかやっぶぁい。



すごく楽しそうにﾄﾞﾗﾑを叩く忠義が好きです。

あとやっぱりブリュレが好き。

すっごいﾃﾝｼｮﾝ上がる

ｱｸﾞﾘとかDIVEとか初期の頃の曲だけど

今でも全然新鮮。

そういえばｴﾝﾄﾞﾛｰﾙで金髪忠義さん見れましたね。

映像がｶﾗｰじゃなかったので金髪金髪してなかったんですけど

嬉しかったです。

あとすっごい小さい部分なんですが

ﾂｱTの改造Tｼｬﾂ、あたし忠義の着方が１番好きです。(笑
襟ぐり大きく開けて中にﾎﾞｰﾀﾞｰのﾀﾝｸﾄｯﾌﾟ着るってゆーの。

もっそい可愛い。

下のﾊﾟﾝﾂも可愛いし。

もうそれだけでﾓﾀﾞﾓﾀﾞしちゃう。

〜(^д^〜)
ちなみにまだｳｲﾝｸｷﾗｰﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄは見てないので

これから観たいと思います。

とりあえず１度書きたかったので。

ｳｲﾝｸｷﾗｰ観てからまた書きます。

その時ｺﾒﾚｽもやりますね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.04.19 Tue ★ｺﾒﾚｽ★

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

時間が出来たのでやりたいと思います。

★ｺﾒﾚｽ★

ルカさん

うららさん（＠亮）

AZUSAﾁｬﾝ（＠忠義・章大）

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

ふーたんさん（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。
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JUGEMテーマ：ジャニーズ

ルカさん

あたしのとこでは少ｸﾗ見れなくなっちゃったんですよー。

これからﾌﾟﾚﾐｱﾑとかどうしようとか

思ってます。

４０時間撮れればﾊﾞｯﾁﾘですよ。

なんとかたぶん編集が追いつくと思うんですけど

あたしはHDDの余裕が２時間ぐらいしかないので

毎日編集編集です。(笑
あたしもGMまだ全部観てないんですよ。

最終回は見たんですけど。

あたしもｸﾞｯｽﾞはﾂｱT以外は買いますね。

ﾂｱTは着ないので買ってないんですけど

最近のﾂｱTはｶｯｺｲｲですよね???
ちょっと欲しくなります。(笑
今回はｽﾄﾗｯﾌﾟ２つ買いました。

最初１つだけだったんですけどかっこよかったんで

追加して買いました。

DVDには特にｽﾃｯｶｰ類はつかないみたいですけど

ｼﾝｸﾞﾙに特典ついてますね。

「ﾏｲﾎｰﾑ」は店頭じゃなくても特典つくみたいですけど

不安なのでﾃｲﾁｸさんのﾎﾑﾍﾟで確認してみてください。

確か封入特典って書いてあったと思います。

うららさん（＠亮）

いつもｺﾒﾚｽが遅くてすみません。

今年はいよいよエイトが２４時間ﾃﾚﾋﾞですね。

なんか満を持してって感じですかねぇ。

あたしもﾄﾞﾗﾏはたちょか丸ﾁｬﾝのような気がしてます。(笑
でも全員でやってくれるのが１番ですよね。

今年は仕事を休んで観たいなぁと思ってます。

なんか今日は久々にeighterらしい休日を送りました。

http://jugem.jp/theme/c79/25/


今回のｼﾝｸﾞﾙ、すごくいいですよね???
いつもですけど。(笑
今回は特に好きです。

AZUSAﾁｬﾝ（＠忠義・章大）

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

いやいや、最近結構、eighterｻﾎﾞってるなぁって

思うんですよ。

∞MAPも見れてない時多いですしね。

でも今日、久々にeighterらしいことして

もっと頑張ろうって思いました。

あ。魂ﾏﾅｰ悪い人とか最悪ですね。

あとお友達のﾌﾞﾛｸﾞにあったんですけど

クレヨンしんちゃんの舞台挨拶にｵｵｸﾏ持って行ったりとかは

ちょっとって思いますね。

主役はクレヨンしんちゃんであってたちょでは

ないですからね。

駄ﾌﾞﾛｸﾞじゃないと言ってくれてありがとう。

まぁ、駄ﾌﾞﾛｸﾞなんですけど。(笑
鎖骨、今日も痛くてDVD観てからしばらく休憩取りました。

痛い方の鎖骨を下にして寝ると

少し良くなるんです。

POPEYE、毎回すごくいいですねぇ。

なんかたちょにﾓﾃﾞﾙの仕事してもらいたいって

思ってたんで嬉しいです。

ﾊﾟｯﾁｺﾝDVD、お金に余裕出たら買ってみてください。

面白いです。

泣けます。笑えます。

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

iPhoneｹｰｽせっかく作ったばっかりなのに

ﾊﾞｯﾃﾘｰ切れとか悲しいです。

早くﾊﾞｯﾃﾘｰ交換したいと思います。

やっぱり迷惑ﾒｰﾙひどかったですか???
最近多いんですよねぇ。



相方もﾒｱﾄﾞ変えようかなぁって言ってました。

やっぱり迷惑ﾒｰﾙで。

どこから漏れてるんですかねぇ。

ふーたんさん（＠忠義）

余震続いてますがふーたんさんのとこでは

大丈夫ですか???
なんか態度悪い配達員の人だとイラっとしますよね???
結局DVD持ってきてくれた時も態度悪くて。

最悪です。

こっちはｳｷｳｷ気分で待ってるのに。

あ。ﾊﾟﾁｱﾊﾟ、やっと今日全部観ました。

やっぱりエイトは最高で最強でした。

泣いて。笑って。

ｼﾝｸﾞﾙのPVもすごく良いですよね???



2011.04.20 Wed やっかしあたしはeighterです。

大倉担まひるですけども。

今日は久々に自分の昔書いたﾌﾞﾛｸﾞ読んでみた。

なんか今と全然違う。(笑
特に１番最初にﾔﾌﾟﾛｸﾞで始めたﾌﾞﾛｸﾞを

読んだんだけどなんか忠義のこといっぱい書いてた。(笑
しかもまだ「たっちょん」って呼んでた。

いつから忠義になったんだろうなぁ。(笑
いや、今でもﾗｲﾌﾞでは「たっちょん」だけど。

基本ﾁｷﾝ野郎なんでね。

あとまだ結構KAT-TUNのこととかも書いてて。

懐かしいなぁと思って。

しかもまだ学生だった。(笑
６年前のことなんだけどねぇ。

最近なんてあんまりﾌﾞﾛｸﾞに忠義の話書いてないような

気がするし。

いや、好きだよ。

今でもすごく。(///∇//)ﾃﾚﾃﾚ

でも昨日みたいに１日 観たりとかなくなっただけ。

でもﾎﾝﾄに昨日は楽しくて。

やっぱりヲタビ鑑賞は辞められないなぁって思った。

そんなわけで暇をみつけて１人ヲタビ鑑賞会は開きたいなぁと

思ってます。



（↑ｴﾝﾄﾞﾛｰﾙ見たさに通常も買ってもうた。

（↑今日、ｱﾏｿﾞﾝから届きました。

とりあえずｴﾝﾄﾞﾛｰﾙだけ観た。(笑
ｶｳｺﾝの寿司が映ってた。(笑
久々に寿司見て爆笑ってか可愛いなぁとか思ってみた。

で、昨日書こうと思ってたんだけど

話がまとまらなくなってたのでやめたんだけど

ｳｲﾝｸｷﾗｰﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄの感想ね。

なんか忠義の髪形の遍歴も面白かったし、

（↑そこかよ

なんかめっちゃ笑ったし、

ﾗﾌﾞﾚﾀｰでは泣きそうになったし。

あれは特典として最高の出来だと思ったよ。

なんか普通なら感動話をあげるんだろうけど

あたし的ツボはすばるがヒナﾁｬﾝに読んだﾗﾌﾞﾚﾀｰで

ﾛｹｯﾄ花火の話あったじゃない

あれが１番好きだった。(笑



めっちゃ笑ったもん。

あとやっぱりやっすんから忠義へのﾗﾌﾞﾚﾀｰとか。

これからも遊ぼうなみたく言った時の

やっすんの顔 (笑
なんかめっちゃ面白かった。

久々に忠義の口から「関ｼﾞﾐ３」の名前が

聞けて嬉しかったです♥

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.04.23 Sat 貰っちゃった。

大倉担まひるですけども。

今日は早番だったので帰ってきてから

ゆっくり出来ました。

火曜日まで早番です。

そうなんですよー。

火曜日出勤になっちゃったんですね。

しかも水曜日休みもらったのに

通院しかも診察。

午後いっぱいかかりそうです。

休んだ気がしないんだよなぁ。

今日はお友達のMariさん（＠忠義）からﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄをもらいました。

すっごく可愛いです。

（↑ｷﾃｨちゃんの忠臣蔵ｸﾞｯｽﾞです。

靴下３足とﾊﾞｯﾁを２個いただきました。

靴下もﾊﾞｯﾁもﾗｲﾌﾞの時に着用しようかなぁと思ってます。

そんな忠義ｦﾀ、きっと満載ですよね。(笑
Mariさんありがとうございます。

大切に致します。

で、「イケメンですね」のBDが今日届きました。



観たいものがたくさんあってすぐってわけには

いかないと思いますが。

あと困ってるのですが少ｸﾗﾌﾟﾚﾐｱﾑをﾀﾞﾋﾞしてくださる方を

探しています。

衛星第2じゃなくなって見れなくなってしまったのです。

DVDにﾀﾞﾋﾞしてもいいよーって方は

ﾘﾝｸに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

いつも図々しいお願いすみません。

今日は肩こりがひどいので寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.04.24 Sun 丸ﾁｬﾝ、映画ｹﾃｰｲ。

大倉担まひるですけども。

今日、遅番になりました。

何気、今度から火曜日出勤になって

水曜日がお休みになりました。

どんどん連勤が増えていきます。(ﾉд-｡*)
なんか全然ﾊﾞｲﾄを入れる余裕がありません。

少しでもﾊﾞｲﾄ入れて貯金しないと

たぶん一人暮らしすることになると思うから。

今年はｴｲﾄｺﾝどころじゃないかもなぁ。

たぶん新しい仕事も探さないとならないと思うし。

もうﾃﾝﾊﾟﾘｰｽﾞだよ。

あ。そういえば昨日書くの忘れてたんだけど

丸ﾁｬﾝが映画決まったとか。

瑛太くん主演の映画で「ﾜｲﾙﾄﾞ７」。

どんな役所なんだろう。

もっそい楽しみ。

って山梨でもやるよね

あぁ。早くクレヨンしんちゃん観に行きたい。

出来たらGW前に観に行きたいんだけど

考えたらもうすぐGWだよね

GWだと子供がいっぱいで落ち着いて観れないよね。

きっと。

でもGWしか行く日ないよなぁ。

がんばって観てきます

まぁ、GWもほぼ仕事ですけどねぇ。

職業柄GWとか関係ないですもん

そうそうiPhoneのﾊﾞｯﾃﾘｰがちょっと生き返った。（笑

充電出来るようになったの。



まぁ、充電してもすぐ電池切れちゃうとは思うけど。

頑張れあたしのiPhone。

あ。この間、久々にﾚｺﾒﾝ聴いた。

全国放送からだったけど。

丸ﾁｬﾝとすばるがｹﾞｽﾄで。

また丸ﾁｬﾝとヒナﾁｬﾝのﾓｰﾎｰ疑惑が持ち上がってて

相変わらず否定しない丸ﾁｬﾝが面白かったなぁ。

あと丸ﾁｬﾝが雑誌でやってる連載の一句に

みんな大爆笑。

めっちゃ面白かったなぁ。

やっぱりｴｲﾄﾒﾝって面白いなぁ。

そんなｴｲﾄﾒﾝが大好きです♥

＊お願い＊

少ｸﾗﾌﾟﾚﾐｱﾑをﾀﾞﾋﾞﾝｸﾞしてくださる方を

探しています。

いいよーって方がいらっしゃったら

ﾘﾝｸに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

衛星第二が映らなくなってしまって

困っています。

よろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.04.25 Mon ｼｬｷっと仕事行ってきます。

大倉担まひるですけども。

昨日疲れて帰ってきて爆睡したので

ﾌﾞﾛｸﾞ書けませんでした。

まぁ、朝５時ぐらいから活動してたので

眠かったんですね。

いつもだったら今日終われば休みだから

今日乗り切ればって思うんですけど

今週から火曜日まで仕事なので

まだまだ仕事ﾓｰﾄﾞです。

(,,ﾟДﾟ) ｶﾞﾝｶﾞﾚ!俺。

でも最近は次の日まで疲れが残るってことが

あんまりないので今日もこうして

早朝からﾌﾞﾛｸﾞ書いてるわけですが。

まぁ、早く寝るようにしてるのが

いいんでしょうねぇ。

以前だったら夜もなかなか寝付けないから

次の日まで疲れが残ってｱﾘﾅﾐﾝのお世話に

なってたものです。(笑

（↑ﾊﾞﾊﾞｸｻｲとか言わない

大阪に遠征に行った時も夜行ﾊﾞｽで行ってたから

全然眠れなかったのでまたしてもｱﾘﾅﾐﾝのお世話に

なってました。

夜行ﾊﾞｽは安くていいのですがすっごい疲れるんですよ。

だから帰りは爆睡なんですけど。(笑
それでも空（＠章大）と行く遠征は楽しかったなぁ。

空が妊娠してから一緒には行ってないですけどねぇ。

そう。まだごま油ｸﾛﾜｯｻﾝを食べてないのですよ。

忙しくてまだ買いに行けてなくて。



ぜひごま油ｸﾛﾜｯｻﾝを食べながら生まれるが見たい。

この間、もっそい早く寝て１度起きたんですよ。

それが生まれるが終わる１０分前で。

ﾜﾝｾｸﾞつけて１０分だけ見ました。

忠義がもっそい可愛かったのを覚えてます。

基本、忠義の髪形は何でもいい派なんですけど

今の髪形が１番好きかも。

でも話はｼﾘｱｽっぽかったなぁ。

時間ある時ちゃんと見ようー。

たぶん早くて金曜日のお昼ぐらいになっちゃうと思うけど。

１日も早くただﾁｬﾝの活躍が見たいけど。

あ。そういえば忠義、健人くんとうまくやってるみたいで

嬉しい。

もっともっと仲良くなってくれたらいいなぁ。

普段からご飯食べに行く仲とか。(笑
でもしんちゃんのツケで焼き肉行くって言ってたっけ。

あたしも貴族な場所で忠義のツケで食べたいよ。

そりゃ、ツケ放題だろうなぁ。(笑

じゃ、仕事行く支度して行ってきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.04.26 Tue ごま油ｸﾛﾜｯｻﾝ。

大倉担まひるですけども。

今日、 に行ってきたので

明日ゆっくり出来そうです

明日は安室ﾁｬﾝのｱﾙﾊﾞﾑが届くので楽しみです

元々安室ﾁｬﾝは好きでｱﾙﾊﾞﾑ何枚か持ってて

それで今回のやまぴーとのｺﾗﾎﾞがあったので即効予約しました。

(*´д｀*)ﾃﾍ。

今更ですが２４時間ﾃﾚﾋﾞのﾗﾝﾅｰ、徳光さんに決まりましたね。

ヒナﾁｬﾝは紳助さんか自分かと思ってたみたいで。(笑

じゃ、総合司会は

あたしは羽鳥さんかなぁって思ってるんですけど。

日ﾃﾚ退社してすぐとかないかなぁ。

いや、ありだと思います。

で、放送日が８月２０日、２１日だとか。

仕事休み入れて見ようかなぁと思ってます。

ってことはﾗｲﾌﾞは夏以降だよね。

ﾄﾞﾗﾏと映画があって２４時間ﾃﾚﾋﾞの準備とかあるだろうし。

映画があるってことは予想してた２４時間ﾃﾚﾋﾞのﾄﾞﾗﾏに

丸ﾁｬﾝ説はないかなぁ。

案外ﾚｺﾒﾝｺﾝﾋﾞのどっちかとか。（笑

意外とありかも。意外とって何 意外とって。

あ。ごま油ｸﾛﾜｯｻﾝ買ってきた♥



なんか の帰りに買ってきたんだけど

売り切れだったら悲しいなぁと思いつつ

お店に入ったら売り場の１番上にあって

１０個ぐらい並んでて２個買おうか迷って

結局１個です。（笑

まだ食べてないんだけど

ｸﾛﾜｯｻﾝ好きだから楽しみ

なんかﾄﾞﾗﾏの中で忠義が食べてる姿が映ってたって聞いたんですけど

ﾏｼﾞですか

なんか∞MAPだっけ

ｺﾝﾋﾞﾆでのｺﾗﾎﾞ弁当あるじゃない

あれが山梨にないｺﾝﾋﾞﾆだから食べれなくて。

なんで山梨にはないんだぁー

とお怒りﾓｰﾄﾞ。

そうそう、あたくしｲﾁｵｼのK-POP、super juniorが

やっと本格的に日本ﾃﾞﾋﾞｭｰするらしいです

６月８日だったかな

を日本語で出すらしいです。

もうsuper juniorを応援して４年ぐらい経つんですけど

もうﾋﾁｮﾙとｲﾄｩｸがいつ徴兵されてしまうかと焦ってました。

だから一応日本ﾃﾞﾋﾞｭｰはギリですなぁ。

今年２８歳ですもんね。

まぁ、そのわりにあたし全然ﾊﾝｸﾞﾙが覚えられないんですけども

DSのｿﾌﾄで結構ﾊﾝｸﾞﾙのｿﾌﾄ出てていつ買ってやろうかと

ｱﾏｿﾞﾝｶﾞﾝ見です。



＊お願い＊

少ｸﾗﾌﾟﾚﾐｱﾑをﾀﾞﾋﾞﾝｸﾞしてくださる方を探しています。

ﾁｬﾝﾈﾙが変わってしまって見れなくなってしまったので

切実です。

いいよーって方がいらっしゃったらﾘﾝｸに貼ってある

ﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

よろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.04.29 Fri ３時ぐらいから起きてますけども。

大倉担まひるですけども。

やぁ、２日ぶり

未だに安室ﾁｬﾝのｱﾙﾊﾞﾑが届いていない福原です。

ﾄﾞ━(ﾟДﾟ)━ﾝ!!

もう山梨の営業所まで届いているので

今日届くと思います。

昨日も「配達中です」になってたけど

届かなかったけど···｡(ノД`)
別に昨日仕事だったから受け取れなかったけどね。

これがエイトだったらブチ切れてますけども。（笑

ﾏﾏﾝに「また太った 」と言われ

ちょっとﾀﾞｲｴｯﾄを試みようと思いまして···｡

（↑あたしのﾀﾞｲｴｯﾄはあてにならない···｡

むしろﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞしてしまうﾀｲﾌﾟ

ｽﾄﾚｽ太りしちゃうﾀｲﾌﾟなんだよねぇ。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

まぁ、ﾎﾞﾁﾎﾞﾁ頑張りますよ

そうそう、昨日からまたﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞで「イケメンですね」の再放送が

始まったみたいで。

BD持ってるくせにまた見ます。

何度見ても胸キュンですもん

あたし的には「ﾒﾘは外泊中」だっけ

そっちが見たかったんだけどなぁ。

またﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸ祭りとかやって続けてやってくれると



有難い。

さっきからﾌﾟﾁﾘﾊﾞｰｽが止まらないんですけど。

あたし、時々ﾌﾟﾁﾘﾊﾞｰｽがあるんだけど

こんなに頻繁になることはないのになぁ。

切ないぜ。

ってか水嶋ヒロさんの金髪がぁー。

金髪ってか白髪に近い。

あまり似合ってない···

あたしは黒髪でﾊﾟｰﾏのヒロさんが１番似合ってると思うんだけどなぁ。

そうそう、この間のお休み、疲れて寝て過ごしたの。

それでﾌﾞﾛｸﾞも書いてなかったってわけ。

お昼頃まで起きてたんだけど

疲れて何もする気になれなくて結局ｺﾞﾛｺﾞﾛして過ごしたの。

ﾎﾝﾄ、すみません

そうそう、ｽｶｲﾌﾟをしたいんだけど

わからないことがたくさんあるんで詳しい方教えてください。

まずｶﾒﾗ付きのﾏｲｸじゃないとﾀﾞﾒなんですか

あと料金とかはかかるんですか

あと何か必要なものってあるんですか

教えてくださーい。

今日、忠義の話、全然してないやー。

なんかちょろちょろと雑誌を買ってはいるんだけど

見てる暇がなくて買いっぱ。

最近本屋率高いですけどね。

読む方が追いついてないってゆーね。

まだ「生まれる。」も見てないですしね。

午前中に観ないと午後は韓流ﾌｨｰﾊﾞｰですしね。（笑



＊お願い＊

少ｸﾗﾌﾟﾚﾐｱﾑをﾀﾞﾋﾞﾝｸﾞしてくださる方を

探しています。

いいよーって方がいらっしゃったら

ﾘﾝｸに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

衛星第二が映らなくなって見れなくなってしまって

困っています。

よろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.04.29 Fri ｽｶｲﾌﾟ始めます。

大倉担まひるですけども。

安室ﾁｬﾝのｱﾙﾊﾞﾑとﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸのｼﾝｸﾞﾙが午前中に

届いて安室ﾁｬﾝのｱﾙﾊﾞﾑを聴いてます♥

安室ﾁｬﾝ、足ながっ

顔ちっちゃ

憧れるなぁ。

あ。music.jpの新しいCMが５月１日から始まるそうで。

で、ﾏｲﾎｰﾑとかｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの「Baby Moonlight」が先行配信されてて

ﾏｲﾎｰﾑをDLすると待ち受けが取れるらしいので

みんなﾁｪｷﾗ。

CMの曲も配信されるそうなのでお楽しみにとゆーことで。

そうそうとりあえずｽｶｲﾌﾟを始めることにしまして

登録したのですがわからないことだらけなので

ﾎﾞﾁﾎﾞﾁ教えてくれながらあたしとｽｶｲﾌﾟして

くれる方募集中です。

なんか家にﾏｲｸがあったはずなのに

なくなっていたのでｱﾏｿﾞﾝで買いました。

今夜には届くかと。

あたしとｽｶｲﾌﾟしてくださる方は



ﾘﾝｸに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからｽｶｲﾌﾟの必要事項記入で

ﾒｰﾙください。

ｽｶｲﾌﾟが使えるようになったら折り返しﾒｰﾙ致します。

そうそう、それで今日、お雑誌を買いに行ってきたの。

最近毎日何かしらお雑誌を買ってる気がする。

なんか+act miniが結構面白そうだなぁと思って

まだ読んでないんですけども。

後でじっくり見たいと思います。

写真も良かったし、ﾃｷｽﾄもなんか入り方が+actの続編っぽかったから

期待出来るかなぁと。

確か亮ﾁｬﾝが表紙だったのかな

だからそっちも楽しめるかなぁと。

亮ﾁｬﾝと忠義が載ってるってことはﾄﾞﾗﾏの話だよね

まだどっちも見てないけど雑誌見てから分析して

ﾄﾞﾗﾏ見るのもいいかなぁと。

ﾄﾞﾗﾏで思い出したんだけどTBS SHOPで「生まれる。」で

使われてるﾏｸﾞｶｯﾌﾟとお皿が買えるんだけど

なんか忠義も使ってたって言うから欲しいんだけど

２５００円ぐらいするの。

買うの迷うよね〜。（笑

ﾄﾞﾗﾏが終わる前に買えたらいいかぁなんて

思ってると売り切れになっちゃうんだよね。

だいたい買ってももったいなくて使えないﾊﾟﾀｰﾝだしね。（笑

でも欲しいなぁ···｡（笑

あ。それでまた思い出したんだけど

もうないかもしれないけど

新宿駅にT.W.Lのほぼ等身大のﾎﾟｽﾀｰが貼ってあったとか。

新宿駅には確か大奥のﾎﾟｽﾀｰもあったとか。

某ｻｲﾄさんから写真は保存したんだけど。

人様の写真だから他の人に見せることは出来ないけど



載ってるｻｲﾄさんは教えることが出来るので

見たい方は聞いてください。

＊お願い＊

少ｸﾗﾌﾟﾚﾐｱﾑをﾀﾞﾋﾞﾝｸﾞしてくださる方を

探しています。

衛星第２が映らなくなって見れなくなってしまって

困っています。

いいよーって方はﾘﾝｸに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.05.01 Sun 今日も仕事だぁー。

大倉担まひるですけども。

ｽｶｲﾌﾟの準備整いました。

まだまだ一緒にｽｶｲﾌﾟしてくださる方募集してますので

ﾘﾝｸの下の方にありますﾒｰﾙﾌｫｰﾑから

ﾒｰﾙくださいまし。

ｽｶｲﾌﾟを知らない方もこれを機会に始めてみませんか

無料でﾈｯﾄで通話が出来ます。

必要なのはﾍｯﾄﾞﾏｲｸのみです。

ｱﾏｿﾞﾝで７００円ぐらいで買えます。

もう今日から５月ですね。

ヨコちょと忠義の誕生日が近いですね。

なんか１年なんてあっという間ですよね。

もう年が明けて５ヶ月ですもんねぇ。

ヨコちょも３０歳かぁ。

忠義も２６歳になるわけだし。

なんかどんどん大人の成熟した男性になっていきますよねぇ。

あたしが忠義を好きになったのが１５歳ぐらいの時だったので

もう１０年ですかねぇ。

でもその間右往左往してましたけども。

でも素直に大倉担と自分で認めたのはそれから

数年先の話ですけども。

なんであたしもまだまだ大倉担としては甘いですね。（笑

まだまだこれからも忠義のこと追求して

頑張りたいと思います。

あ。そうそう、また日曜日も遅番になりました。

なんか遅番で入ってたﾊﾞｲﾄが入れなくなったので

あたしがまた元のｼﾌﾄに戻りました。

なので早番なのは月曜日だけです。



で、休みが水曜日と金曜日です。

休みはほぼ１日ﾈｯﾄに接続してるのでｽｶｲﾌﾟのお誘いくださいませませ。

いきなりｽｶｲﾌﾟに抵抗ある方は

最初ﾒｰﾙのやりとりから始めましょう。

昨日の日刊ｽﾎﾟｰﾂは忠義でしたね。

いつも忘れてﾁｪｯｸしてないことが多いのですが

今回はちゃんと新聞ｹﾞｯﾄしましたよ。

昨日早く寝ちゃったのでまだ読んでないですけど。（笑

でも写真が前髪ﾊﾟｯｶｰﾝってなっててヒナﾁｬﾝみたいだった。（笑

それは大げさですか

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.05.01 Sun この時間久々。

大倉担まひるですけども。

ここ２日程eighterらしきこと何一つしていません。

も安室ﾁｬﾝの 聴いてるし。

それまでは毎日T.W.Lだったんですけどねぇ。

ちょっとeighterの方との交流が少ないので

ｽｶｲﾌﾟを通してたくさんのeighterの方とお話出来たらいいなぁと

思ってます。

まだまだまひるたそとｽｶｲﾌﾟしてくださる方、

募集しています。

あたしもｽｶｲﾌﾟやってます とか

ｽｶｲﾌﾟやってみたいなぁって方いらっしゃったら

ﾘﾝｸに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙくださいましまし。

折り返しご連絡致します。

ちなみにｽｶｲﾌﾟとはﾈｯﾄで無料で通話が出来るやつです。

ﾍｯﾄﾞﾏｲｸが必要なんですがｱﾏｿﾞﾝで７００円ぐらいで買えます。

これを機会にいかがですか

なんかﾃﾝﾌﾟﾚ変えたんですけど

忠義贔屓丸出し。

まぁ、いつものことですが

あ。ｺﾒﾚｽ遅れててすみません。

休みの日に出来たらやろうと思ってます。

しばしお待ちを。

なんかまだ忠義ﾄﾞﾗﾏも亮ﾁｬﾝﾄﾞﾗﾏも全く見てないんですけど

結構重たいって話を聞きます。



あたしは耐えられるんでしょうか

なんか重たいとゆーとﾗｽﾌﾚを思い出してしまいます。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
そこまで重たい話ではないと思いますけど

あたし、すぐどよーんとしてしまうので

心配です。(ノД`)

久々にこの時間に書いてみました。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.05.03 Tue やっすん舞台主演決定おめでとう。

大倉担まひるですけども。

仕事終わってご飯食べて今の時間です。

今日は帰りがちょっと遅かったので

ちょっと も遅めです。

でもいつも仕事から帰ってきてこの時間に

にﾁｬﾚﾝｼﾞするんですけど

途中で眠くなって寝ちゃうんですよねぇ。

昨日は早番だったんですけど帰ってきて

お風呂入ってご飯食べたら眠くなっちゃって

爆睡ですよ。

まぁ、疲れてたのもあるんですけど。

２０時ぐらいには寝てました。（笑

そういえばやっすんの主演舞台決定しましたね。

「トラストいかねぇ」でしたっけ

７月９日からｸﾞﾛｰﾌﾞ座で。

忠義も主演で舞台やって欲しいなぁと。

お金ないけど···｡(ノД`)
なんかヒナﾁｬﾝとか丸ﾁｬﾝとかやっすんとか主演で舞台やってて

いいなぁと思いますもん。

やっぱり大倉忠義ﾜｰﾙﾄﾞなわけじゃないですか

憧れます♥

また泣くかもしれませんが

ﾀﾞﾒなんです。

忠義ﾒｲﾝになると思わずいろんな想いが重なって泣いちゃうんですよねぇ。

涙腺弱すぎです

あ。music.jpのCM見ました。

今回のも面白かったけどあたし的には前回の方が好きです。

確か前回のやつって金髪忠義でしたよね



それに忠義の声がすごく目立ってた気がするんです。

今回は亮ﾁｬﾝとすばるだけですよね

だから前回の方が好きです

ｽｶｲﾌﾟ友常時募集中です。

ｽｶｲﾌﾟやってます とか

やってみたいなぁって方はﾘﾝｸに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

ちなみにスカイプとはﾈｯﾄで無料で通話できるやつです。

ﾍｯﾄﾞﾏｲｸが必要なのですがｱﾏｿﾞﾝで７００円ぐらいで

買えますのでこれを機会に始めたいって方はぜひに

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.05.04 Wed 一人暮らしへの道。

大倉担まひるですけども。

今更ながら日刊ｽﾎﾟｰﾂを読んだんだけど

アバラいっちゃった時のｽﾉﾎﾞの時の写真が載ってた。（笑

しかも運動神経のいいやっすんもそのお友達と

３人共って言うから可笑しくて。

それで番組のﾛｹの時、笑うとアバラが痛かったんだね。

なんか雑誌には筋肉痛って書いてあったけど

実際はｽﾉﾎﾞでアバラやられてたんだね。

これで話のつじつまがあってきたな。

それで章大も笑うとアバラが痛かったんだねぇ。

納得。

そんな忠義が可愛いと思ってしまうあたしは

病ですか

そうそう、いつの間にか地デジ、ﾃﾚ東も映るようになってた。

ちょっと前までﾃﾚ東だけ地デジ映らなくて

７月からどうしようって思ってたんだけど。

知らない間に映るようになってて

とりあえず問題は少ｸﾗだなぁと。

どうしましょ。

もう最悪ｱﾝﾃﾅ買いますわ。（笑

はぅ。でも引っ越しするかもしれないから

今、ｱﾝﾃﾅ付けるのは危険だわ。

今、親と暮らしていくか一人暮らしするか迷ってて。

神奈川か埼玉辺りで暮らそうかなぁって思ってるんだけど

仕事すぐ見つかるとも限らないし。

仕事するのにもあたし、全然資格とか持ってないし。

で、仕事も住宅手当が出るとこが良くて。

とか考えてると頭ﾊﾟﾝｸしそう。

あ。あと ね。

近場にいい があるかどうか。



結局実際動いてみないと何もわからないわけで。

とりあえずは友達のとこに居候して仕事探すことから

始めないとなぁ。

そこが１番始めだよね。

でもとりあえず手持ちのお金がないと生活していけないから

今の土地が売れてお金が入ってからじゃないと

全くお金がない状態。

結局はそこなんだよなぁ。

貯金がないって痛いなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.05.06 Fri ねむーい。

大倉担まひるですけども。

肩こりがひどくておまけに眠くて

ｸﾞｽﾞってる福原です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

眠いなら寝ろよって思うでしょ

眠れないからｸﾞｽﾞってるんですよー。

俺は赤子か

で、安室ﾁｬﾝのｺﾝﾋﾟｱﾙﾊﾞﾑ、ｼﾞｪｼﾞｭﾝともやって欲しかったなぁと。

ｼﾞｪｼﾞｭﾝと一緒に踊る安室ﾁｬﾝが見たかった。

何気ｼﾞｪｼﾞｭﾝ、仁ﾁｬﾝと仲良しみたいなんで

たぶんやまぴーとか亮ﾁｬﾝとも仲良しなんだろうなぁと

羨望のまなざしで様子をうかがうヲタ１名。

なんかやまぴーの韓国公演の時、

ｼﾞｪｼﾞｭﾝが山下頑張れーってツイってたしなぁ。

ｼﾞｪｼﾞｭﾝほとんど韓国語でツイってるから滅多に

読めないんだよねー。

仁ﾁｬﾝの英語と一緒。（笑

英語はなんとなくわかるんだけど

韓国語は全くなんで。

そういや、ﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸのｼﾝｸﾞﾙについてる 見たら

結構日本語うまくてびっくりした。

やっぱり寝にﾁｬﾚﾝｼﾞします。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.05.06 Fri イケメンですね再放送。

大倉担まひるですけども。

結局１１時ぐらいまでｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞしてて

１４時から「イケメンですね」を見てた。

それからお風呂に入って今の時間です。

いやぁ、何度見ても「イケメンですね」は面白いです。

ｽﾄｰﾘｰもいいけど出演者がいい。

ﾎﾝﾄにみんなイケメンなんだもん。

キュンキュンしてしまいます♥

ﾃｷﾞｮﾝさんもｼﾇさんもｼﾞｪﾙﾐさんも

みんなｽﾃｷです

なんかイケメンですねが終わったら次は「イタズラなKISS」が

始まるみたいで楽しみです

で、今日はﾃｷﾞｮﾝ役のﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸさんの を聴いています。

すっごくいいです

贔屓目なしに。（笑

すみません。また気持ちがﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸ祭りになってしまいました。（笑

あ。今日はいよいよﾀﾓｽﾃの日ですね

久々に生ただﾁｬﾝが拝めるかと思うと

やっかし気持ちは大倉忠義祭りですね。（笑

と図々しくも勝手に祭りを開催しています。（笑

毎日イケメンですねの録画したやつ見るのが必死で

全然忠義のﾄﾞﾗﾏも亮ﾁｬのﾄﾞﾗﾏも見てないですけど

だって１日３時間もあるんですよ。

まぁ、全部通して見てるわけじゃないですが。

今日みたいな休みの日は通して見ますけども。

そんなわけで休日はすっかりイケメンですねに時間をさいてます。（笑

今日、仁ﾁｬﾝのﾗｲﾌﾞDVDが届いたんですが

まだ見てないですもん。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
まぁ、今日は生関ｼﾞｬﾆ∞ﾃﾞｰってことで。



相変わらず鎖骨が痛くてもう寝たいんですが。（笑

たぶんエイトが出たら即効寝ます。（笑

もう眠いんですもん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.05.08 Sun 頭の中は···｡

大倉担まひるですけども。

職場の後輩が「イケメンですね」を見てなくて

ﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸそんなにかっこよくないじゃないですか って

言ってたんだけど「イケメンですね」を見てすっかりｸﾞﾝｿｸさんとｼﾇさんに

ﾊﾏってました。

まぁ、これでｸﾞﾝｿｸさんのことで小馬鹿にされることも

なくなりますね。

めっちゃｶｯｺｲｲんだって

金曜日、あまりの眠さにﾀﾓｽﾃ、エイトが出てそれ見て

すぐ寝たから全然覚えてないや。

亮ﾁｬのﾄﾞﾗﾏ見てないから曲をまともに

聴いたのも初めてだったし。

最近撮ったら撮りっぱなんだよなぁ。

エイト関連全然見てない。

せっかくの生関ｼﾞｬﾆ∞DAYだったのに

覚えてないって

最近時間がないんだよね。

「イケメンですね」を見てるからだと思うけど。（笑

何度見たら気が済むんだろう

ﾌﾙﾊｳｽなんて１日３回ぐらい見てたし。（笑

結局韓流好きってことなんですよねぇ。

あ。仁ﾁｬﾝの を買いました。



初回Aを買ったんだけど特典のPASSﾚﾌﾟﾘｶがしょぼくて

びっくりしたわ〜。

別に期待も特にしてなかったんだけど。（笑

特典映像が見たくて初回Aを買ったから。

でもそれも２４分ぐらいしかなくて

エイトの特典映像になれてしまってるeighterとしては

物足りないわけで。

ってまだ見てないけど。

見てないんかい

眠いので２度寝します。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2011.05.08 Sun ★ｺﾒﾚｽ★

遅くなってすみません。

ｺﾒﾚｽやりますね〜。

★ｺﾒﾚｽ★

ココさん

AZUSAﾁｬﾝ（＠忠義・章大）

ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

杏梨ﾁｬﾝ（＠忠義）

ふーたんさん（＠忠義）

ことさん

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞
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JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

ココさん

初めまして。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

ｺﾒﾚｽ遅くなってすみません。

ｳｲﾝｸｷﾗｰ良かったですよね???
最近ﾔｽﾊﾞの絡み見てなかったんで

良かったですよね。

そうですかぁ。

受験だったんですねぇ。

じゃ、今年はﾗｲﾌﾞ楽しんじゃってください。

ﾎﾝﾄにDVDだけでもエイトの良さがすごく出てて

やっかし最高で最強なんだなぁって

思いますよね。

はい。またｺﾒﾝﾄお待ちしてます。

ありがとうございます。

更新頑張ります。

AZUSAﾁｬﾝ（＠忠義・章大）

DVD、両方買っちゃいました。

おかげでお金がないんですけどねぇ。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
T.W.LのPVいいよねぇ。

あたしもあげたらきりがない程

好きな個所あるよ。

そういや、ﾊﾟｿｺﾝどうなった???
これ見れてるのかなぁ???
あ。ごま油ｸﾛﾜｯｻﾝはﾌｧﾐﾏで売ってるんだけど

ﾌｧﾐﾏも近くにない???
あたしの近所も∞MAPのお弁当は売ってないよー。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
早く「生まれる。」見なくちゃ。

http://jugem.jp/theme/c79/25/


ごんﾁｬﾝ（＠忠義）

ごま油ｸﾛﾜｯｻﾝ美味しかったですよ。

でも中にｿｰｾｰｼﾞ入ってるんですけど

それは入ってない方が良かったんじゃないかなぁと。（笑

∞MAPのｺﾗﾎﾞ弁当はｻﾝｸｽかどこかだったような。

ちょっと曖昧でｺﾞﾒﾝね。

SUPER JUNIORﾃﾞﾋﾞｭｰ決まりましたね。

あたしも日本語で歌ってるより韓国語で歌ってる方が好きなので

たぶんｼﾝｸﾞﾙ買わないと思います。

２人の徴兵も近いですね。

結構ｼｮｯｸなんですけど。

ﾊﾝｸﾞﾙ難しいですよね???
あたし、全然覚えられない···｡

大学で朝鮮語取ったんですね。

あ。今度ｽｶｲﾌﾟやりましょう。（笑

杏梨ﾁｬﾝ（＠忠義）

ﾀﾞﾋﾞ引き受けてくれてありがとうございます。

ちょっとお金送るの遅くなるかもだけど

よろしくお願いします。

ﾏｼﾞですか???
生まれる。はそんなに重たいんですか???
ちょっとﾄﾞｷﾄﾞｷです。

心の準備して見たいと思います。

ほっこりする場面とはたちょが何か食べてるｼｰﾝですか???（笑

ふーたんさん（＠忠義）

なんかこの間のヒルナンデス！でヨコちょの誕生日を

一足先に祝ってくれててあぁ、ヨコも３０ﾁｬｲなんだなぁって

改めて思いました。

全然３０ﾁｬｲには見えないですけどね。（笑

羨ましいです。

もう明日なんですよねぇ。

来週はたちょの誕生日だし。



なんか雑誌（TVぴあ）見た時はなんで筋肉痛なんだろう???
って思ってたんですが

何かでｽﾉﾎﾞでｱﾊﾞﾗやられたって話が出てて

それでも全然その筋肉痛と結びつかずに

日刊ｽﾎﾟｰﾂ見て「あ。そっか。」を思いました。（笑

一人暮らし、お金かかりますよねぇ。

ってか一人暮らししても仕事が見つかるか不安です。

販売の仕事しかしたことないんですけど

もう販売の仕事したくないので

事務とかやりたいんですけどﾜｰﾄﾞとかｴｸｾﾙとか

全然出来ないので不安です。

ﾘﾝﾊﾟ線が痛むんですか???
お互い早く病院行った方がいいかもですね。（笑

嵐ちゃんにたちょが単独で出ますね。

楽しみです♥

ことさん

お久しぶりです。

ｺﾒﾝﾄありがとうございます。

「メリは外泊中」TBSでやるんですね。

情報ありがとうございます。

お友達にﾀﾞﾋﾞ頼んでみようと思います。

うちもTBSは映らないんで。

ことさんもｸﾞﾝｿｸさん好きですか???
嬉しいです。

でも最近周りにグンソクさん好きな人が

増えてきて嬉しいです。

これからもよろしくお願いします。



2011.05.08 Sun 嵐ちゃんと忠義。

大倉担まひるですけども。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやりましたので

該当者様は見てくださいね。

そういや、来週の嵐ちゃんに忠義が単独で出ます。

嵐ちゃん見ててわぁーってﾃﾝｼｮﾝ上がって

その後、忙しくて書くの忘れてました。

楽しみですね。

鎖骨が痛むのでﾊﾟｿ辞めます。

また仕事から帰ってきて更新出来たらしますね。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2011.05.08 Sun 忠義T。

大倉担まひるですけども。

仕事行く前にヲ友達のMariさん（＠忠義）から

靴下と缶ﾊﾞｯﾁに続いてキティちゃんの忠義Tｼｬﾂいただきました。

毎回毎回もらってばかりでもっそい申し訳ないんですが

有難く頂戴しました。

ありがとうございます

今日はこれで１日ﾃﾝｼｮﾝMAX で頑張れました。

疲れて眠いので全然内容がないですが

寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.with2.net/link.php?820833


↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2011.05.09 Mon 30ﾁｬｲ。

HAPPY BIRTHDAY
YOU YOKOYAMA

30th!!!!

ヨコちょももう３０歳なんですね。

全然年齢感じさせないですよね。

いい意味で変わらない部分と成長したなぁって

部分があって１５歳からヨコちょのこと見てる人に

とっては母のような気分なんだろうなぁと思います。

もう人生の半分を見てきてるんですもんね。

これからも関ｼﾞｬﾆ∞のこと大好きなヨコﾁｬﾝで居て欲しいし、

支えていって欲しいなぁと思います。

１番エイトのこと考えてるのはヨコﾁｬﾝだと

思うし、あたしもこれからもずっとずっと

応援していきたいと思ってます。

ヨコﾁｬﾝと一緒に４０歳、５０歳とお祝いしていきたいなぁと

思います。

それまで関ｼﾞｬﾆ∞が続いていたらいいなぁと

思います。

いつまでもｴｲﾄﾒﾝと笑っていけたらいいなぁと。

よこﾁｬﾝの時々悪乗りしてしまうとこも

含めて大好きです♥

これからも歌、お芝居に司会、ﾊﾞﾗｴﾃｨｰにと

頑張ってほしいと思います。

ヨコﾁｬﾝの元にたくさんの幸せが舞い降りますように。

2011.5.9　　　福原まひる。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2011.05.11 Wed 眠れねぇー。

大倉担まひるですけども。

珍しく眠れず起きています。

疲れているのにも関わらず。

ﾏﾏﾝが早朝のﾊﾞｲﾄの話を持ちかけてきて

金曜日に面接に行くことになりました。

しかも週４で結構がっつりなんですけど

少しでも貯金したいなぁと思ってるので

頑張れたらいいなぁと思ってます。

一応一人暮らし希望なので。

ﾏﾏﾝは遠く離れて暮らす案に反対なんですけどね。

やっぱり病気のこととかあるから。

やっぱり友達のとこに居候して仕事を探すとゆー

2重苦がﾏﾏﾝ的にもあたし的にも不安で。

すぐ仕事が見つかるとも限らないので

いつまで居候しなければならないのかとか

不安です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
仕事とか住むとことか見つかっちゃえば

特に不安もないんですけどねぇ。

今だって普通に働いてるし。

なんか東京の友達が１ヶ月で職を失って

ﾆｰﾄ生活を送ってると聞くとやっぱり不安。

なんかﾊﾞｲﾄの面接も通らないとかって聞くし。

はぁ。

その友達は新卒で入社したのに

あたしなんて２７歳だよ。

２０代後半とか結婚してすぐ辞めそうとか

思われて面接落ちたらと考えると

ﾄﾞｷﾄﾞｷです。

じゃ、短いけど寝ます。

しかも自分のことしか書いてないし。（笑



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：日記・一般
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2011.05.13 Fri ぐふぐふ。

大倉担まひるですけども。

今日は１０時から面接でその後 です。

たぶん帰りはイケメンですねが終わる頃になっちゃうかと。

そうそう深夜１時頃具合悪くなって

ﾄｲﾚとﾍﾞｯﾄﾞの往復。

吐き気と下痢で今日面接行けないかと思った。

でも２時間ぐらいで良くなったから良かった。

無理言って金曜日にしてもらったからこれで

面接行けなかったらたぶん採用はないよなぁと

思ってﾁｮｰﾃﾝﾊﾟった。

でも気になるのは履歴書持ってきてください

じゃなくて履歴書を書くので写真と詳細を

ﾒﾓってきてくださいって言うんだよね。

なんで

履歴書持ってった方が早いのに。

なんでその場で書くんだろう。

すでに意地悪されてるとか （笑

なんか他のお店で同じ仕事やってる人に聞いたら

結構派閥があったり意地悪されたりするんだって。

あたし、大丈夫かなぁ

不安なんですけど。

まぁ、おばちゃん達の集まりだと思うから

そうゆうことが起きるんだろうね。

いや、あたし頑張るけど。（笑

そういや、ここ３日ぐらいﾒｰﾙの受信が出来ないの。

ﾈｯﾄに接続出来てるから考えられる原因が浮かばなくて。

とりあえず今日、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰに電話してみるけど。

ちなみにﾔﾌｰのｱﾄﾞﾚｽだとﾒｰﾙ受信できるんだよね。

ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰのﾒｱﾄﾞが受信できないの。

WHY



ほとんどのﾒｰﾙがﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰのﾒｱﾄﾞで設定してあるから

受信出来ないとﾎﾝﾄ困るんだよね。

原因がわかりました。

先月支払いをｸﾚｼﾞｯﾄにしたんだけど

ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞ支払いが残ってたからﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞで支払い設定になってたみたい。

それでそのﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞが１０００円ぐらい足りなくて

ﾒｰﾙ受信出来なかったみたい。

ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞ振り込みの設定をやったら

ﾒｰﾙ受信出来るようになりました。

ﾅｲｽ。俺。

あ。昨日の嵐ちゃん見たよー。

新ｺｰﾅｰに忠義出てた。

しかも見事正解。

さすが料理人忠義さん。

なかなか男の人でわかる人なんていないよね

そしてまた忠義の包丁さばきを見てﾃﾝｼｮﾝ上がってしもた

男の人で料理出来る人がかっこよく見えてしまうのは

あたしだけですか

そろそろ面接行く準備しないと。

また後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2011.05.13 Fri 拗ねる大倉忠義くん。

大倉担まひるですけども。

今日は暑かったなぁ。

面接に行って に行って

帰ってきたら１４時半だった。

とりあえずお楽しみの「イタズラなKISS」が見れたから良かった。

ちょっとだけど「イケメンですね」も見れたし。

イタズラなKISSは録画して見てるわけじゃないので

休日限定なんだよね。

録画した方が良さそうな気がしてきたけど。

だってﾘﾀﾞがｶｯｺｲｲんですもん

出た 韓流好きが

もう が混んでてﾄｰﾀﾙで

３時間待ったよ

そんな日に限ってiPod持ってないってゆーね

しかもまだiPodに「ﾏｲﾎｰﾑ」入れてなかったし。

まだﾏｲﾎｰﾑよく聴いてないんだよねー。

まだあたしの中ではﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸ祭りなんだもん。（笑

ﾃﾍﾍ(ﾉ∀｀)

でもﾏｲﾎｰﾑのｼﾞｬｹｯﾄがすごく好き。

みんなでﾊﾞｽ待っててこれから家に帰るんだろうなぁって

感じの設定が好き。

忠義のちょっとしたｶﾞｯｶﾘ顔も可愛いし。(笑
それにしても忠義がかっこよすぎる♥

男前丸出しじゃないですか



巷は今月のPOPAYEのﾏｯｼｭﾙｰﾑ忠義の表紙で話題ですね。

あたし、まだ買ってないんですけど

たぶんそれはそれで受け入れてしまう気がする···｡(笑
どんだけ忠義に甘いんでしょうね。

甘々です

今、ふと見たら夕日がきれいだった。

こんばんわんつーと書いたものの実はまだ外は明るいってゆーね。

夕日で空がﾌﾞﾙｰとｵﾚﾝｼﾞのｺﾝﾄﾗｽﾄです。

あ。そろそろ暗くなってきました。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.05.15 Sun ﾍﾀﾚeighter誕生秘話。

大倉担まひるですけども。

なんか特に書くことも浮かばないんですけども。（笑

まぁ、そんな日もｱﾗｰﾅってことで。

今日、早番だから早く書いて仕事行かないとなぁ。

そうそう、あれだけ毎日ｶﾞﾘｶﾞﾘくんを食べていたのに

今は１本も食べられないの。

歯に凍みて。

虫歯かなぁ。

別に痛くはないんだけど冷たいものに敏感で。

ｶﾞﾘｶﾞﾘくん食べたいなぁ。

あ。ｺﾒﾚｽ遅れててすみません。

休みの日にしますのでしばしお待ちを。

基本このﾌﾞﾛｸﾞは亀ﾚｽなのでお許しくださいませませ。

なんか明日で忠義も２６歳ですね。

不思議な感覚。

１０代の頃から見てきてそれがもう２６歳だなんて。

確実にあたしは老いてきてますけどね。（笑

今年で２８歳だもんなぁ。

三十路も目前よ

でもﾎﾝﾄにｼﾞｬﾆｰｽﾞの人って老けないよねぇ。

羨ましいもん。

いや、むしろ妬ましい。（笑

堀ｷﾃｨｰの弟に見えちゃういつまでもお若い忠義さんの

ｴｷｽをいただきたいものだわ。

なんかあたしがｴｷｽとか言うとイヤらしく聞こえるんですけど。

まぁ、まぁ、それもご愛敬ってことで。（笑



とりあえず忠義の２６歳のお祝いはまた帰ってきてからｺﾒﾝﾄするとして

今回は別の話を。

あたしは元々幼稚園とか小学校ぐらいの時に親戚のお姉ちゃんに

光ＧＥＮＪＩのｺﾝｻｰﾄに連れて行ってもらって

それでアツ兄が好きになって。

でもそのぐらいの年齢ってそんなに長く好きとか

続かないじゃない

で、自然消滅してって

中学生になって怪談ﾄﾘｵが気になりだして。（笑

で、相葉ﾁｬﾝが入所して相葉ﾁｬﾝが好きになって。

それが９６年のことかなぁ。

そう、それで怪談ﾄﾘｵが気になり出してって書いてある通り

な、なんと情報局のﾌｧﾝ名のとこ最初、今井翼になってたってゆーね。

それであたしが１６歳の時に田口担に降りるんですよ。

まだKAT-TUN結成前で。

少ｸﾗでじゅんのがｽﾏｲﾙｷﾝｸﾞをやったのを見て墜ちました。（笑

でもたぶんあたし、田口担だった期間もっそい短かったと思います。

１年ぐらいで福原担に降りてるから。（笑

じゅんのに飽きたとか全然そんなんじゃなくて

六本木で一哉とすれ違った瞬間

電気が走ったの。

やっべすっごいかっこいい〜ってなって

それが２０００年ぐらいだったのかなぁ。

で、MAOに大福以外もいることを知って

忠義に胸きゅん

で、結局一哉が事務所辞めて

ｦﾀ卒しようかとも思ったんだけど一哉に気持ちが残り過ぎてて

つらい日々だった。

で、仁ﾁｬﾝか忠義かを担当にしようと思ってて

当時関西でしか活動してなかった忠義より

身近な仁ﾁｬﾝを担当にしたの。

でも担当作るまでに１年はかかったかなぁ。

もうこの頃すでに空（＠章大）は安田担で活動してたから



別に大倉担でもよかったんだけどねぇ。（笑

まぁ、それでﾄﾞﾘﾎﾞの後、少ｸﾗにｴｲﾄがｹﾞｽﾄだったから観に行って

やっぱりあたしは大倉担なんだと気づきました。

それが２００４年のことかなぁ。

で、現在に至るわけです。

ﾍﾀﾚeighterの誕生です。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.05.16 Mon ﾊﾋﾟﾊﾞ２６歳。

HAPPY BIRTHDAY
TADAYOSHI OKURA

26th!!!!

忠義、２６歳おめでとう。

あたしにとってこの日は自分の誕生日以上に

大切な日です。

それはあなたが生まれてきてくれた日だから。

忠義が生まれてなかったら今のあたしはないと

思ってます。

だからすごくすごく大切な日です。

生まれてきてくれてありがとう。

最近の忠義は自分から声を発することも多く

嬉しく思ってます。

最初の頃はMCでもあんまり喋ること

少なかったけど最近は自主的に

話をしてくれて成長したなぁと思います。

それだけ関ｼﾞｬﾆ∞という居場所が

居心地がいいんだと思います。

そして１人でのお仕事もたくさんこなして

いろんなこと学んで

また大きく成長した忠義を

エイトに持ち帰った時に

いいお仕事が出来るようにこれからも頑張ってください。

今年は２４時間ﾃﾚﾋﾞもあります。

１つのお仕事を大切に全力で

頑張るあなたが大好きです。

これからも進化し続ける大倉忠義で

居てください。



あなたの元にたくさんの天使が舞い降りてきますように。

2011.5.16　福原まひる。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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JUGEMテーマ：ジャニーズ



2011.05.16 Mon 忠義のﾊｰﾄをひと狩り行こうぜ。

大倉担まひるですけども。

行った時に

先生に面接受けに行ったこと言ったら

限界を超えないように気をつけなさいって言われました。

せっかく今落ち着いてる状態だからねぇ。

またｽﾄﾚｽでいつ爆発してもおかしくない状態だもん。

なんか品出しのﾊﾞｲﾄなんだけど

重たい物持って常に小走りって言われたし、

厳しい指導って言われたからあたし向いてないかなぁと思って。

でもそのﾊﾞｲﾄ決まってくれないと他にﾊﾞｲﾄの当てがないし。

どうしたらいいんだろう。

頑張るしかないなぁ。

そんなわけで合格してますように。

結果は月末なんだって。

なんかそれまでの期間も惜しいとゆーか。

１日も早く働きたくて。

結構たくさんの人が面接にきてたから自信ないんですけど。（笑

やっぱり力仕事だったら男の人の方が有利だし。

はぁ。ドキドキする。

昨日、残業があって帰ってきたのが２２時過ぎだったので

ろくすっぽﾌﾞﾛｸﾞも書けずにすみません。

ちなみに忠義の誕生日祝いは予約投稿です。(笑

なんか最近すごく若づくりしてる人見るなぁって話してて

昨日もお昼ご飯買いに外に出たらどうみても４０代ぐらいの人なんだけど

２０代ぐらいの人が着るような花柄のﾜﾝﾋﾟｰｽ着てる人が居て

あいたたと思って。

若く見えると若づくりは違うからね。

いやぁ、あたしもそうならないように気をつけよう···｡



まだ一応２０代だからいいけどすぐ３０代だよー。

ﾔﾊﾞｲ。ﾔﾊﾞｲ。

最近劣化が激しいからね。(笑

そうそう、あたし、人に説明とか始めるとなぜか無呼吸になるみたいで

息が苦しいんだけど。(笑
なんでそうなるのかはわからないんですけど。

やっぱうつになってからかなぁ。

そうなったのって。

すごい変なくせがついたりいろいろ不便があります。

瞬きの時間がすごく遅かったりとか。(笑

あ。忠義の誕生日なので忠義の話をしたいと思います。(笑
あたしはすごく忠義のこと好きでそれは今も昔も変わらないんだけど

もう１つ変わらないことがあって

それは忠義に依存したくないってゆーことで。

好きだけど忠義が自分のすべてみたいな

生き方はしたくないの。

あたしはあたしだし、

忠義が居なければ生きていけないわけじゃない。

でもすごく大切な人だってゆーのも代わりないし。

その境界線が難しいんだけどね。

あたし的には忠義とはｷﾞﾌﾞ＆ﾃｲｸの関係で居たいと思ってるから。

忠義からもらう物の方が大きいのは事実だけど

でもあたしからも忠義に何かしらお返し的なものは

出来ないかなぁって思ってる。

忠義を応援することで微力ながら返せてたらいいなぁと思ってます。

そうやってたくさんのeighterが願うことで

エイトﾒﾝに返せてるんじゃないかなぁと。

一人の力じゃ何も出来ないけどたくさんのeighterが集まることで

エイトの活動の場が広がったりするんじゃないかと。

まぁ、ただのうぬぼれですけど。(笑
あたしも忠義ﾊﾟﾊﾟにうぬぼれ看板書いてもらって背中に

背負ってようかなぁ。(笑



ちなみに随時あたしとｽｶｲﾌﾟしてくれる方、募集中です。

あたし、ｽｶｲﾌﾟやってます とか

ｽｶｲﾌﾟって何

やってみたいんですけど。

って方がいらっしゃたら

ﾘﾝｸに貼ってあるﾒｰﾙﾌｫｰﾑからﾒｰﾙください。

ちなみにｽｶｲﾌﾟとはﾈｯﾄで無料で通話が出来ちゃうあれです。

必要なものはﾊﾟｿｺﾝとﾍｯﾄﾞﾏｲｸのみです。

ﾍｯﾄﾞﾏｲｸはｱﾏｿﾞﾝさんで７００円ぐらいで買えます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.05.21 Sat ちょい久です。

大倉担まひるですけども。

ちょっと間があきましたね。

なんかちょっとﾃﾝｼｮﾝが駄々下がりで

ﾌﾞﾛｸﾞ書く気分になれなかったので

も立ち上げずに

職場とﾍﾞｯﾄﾞの往復。

もう に居る時は

ずっとﾍﾞｯﾄﾞでｺﾞﾛｺﾞﾛ。

やっと今日生き返りました。

復活!!!!

なんかこれだけ書かなかったのは久々ですね。

ちょっと書き方忘れてるもん。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

そういや、生まれる。ですけども、

忠義さん、堀ｷﾃｨｰのこと押し倒してなかった

なんか衝撃で立ち直れないんですけど。

来週直視出来ないよなぁ。

あたしもまだまだお子ちゃまだなぁ。

どうも大倉さんのことになるとてんでﾀﾞﾒで。

亮ﾁｬﾝのﾗｽﾌﾚもﾀﾞﾒだったもんなぁ。

亮ﾁｬﾝが女子に覆いかぶさってる瞬間死ぬかと思ったよ。

そんなわけでただﾁｬﾝも無理です。

なんかすっごい重いﾄﾞﾗﾏでﾔﾊﾞｽです。

なんか最後は明るく終われたらいいなぁと思ってます。

短いですけどほなおつー。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.05.23 Mon トラスト。

大倉担まひるですけども。

ドジっ子ただﾁｬﾝがﾚﾝｼﾞｬｰを更新してくれましたね。

亮ﾁｬﾝからちょんまげぷりんの もらったのに

まだ見てないのね。

いや、あたしもまだ見てないけど。

だってﾏｲﾎｰﾑのPVもまだ見てないもん。

KAT-TUNのｼﾝｸﾞﾙに至っては封も開けてないってゆーね。

なんかまだﾏｲﾎｰﾑもちゃんと聴いてなくて

そっちをちゃんと聴いてからKAT-TUNかなぁと思って。

なんかどうも順番通りに聴かないとｲﾔみたいで。

そんなわけで飽きるまでﾏｲﾎｰﾑ。(笑

そうそう、トラストですがあたしは で行けないんですが

空（＠章大）が当たりまして行くことになりました。

いやぁ、良かったです。

何気空ってやっすん関係全滅したことないのよねぇ。

やっぱり愛かしら

そうゆうあたくしも忠義関係全滅したことがなくて。

いつかしっぺ返しがくると思うと恐怖です。

忠義ｿﾛｺﾝも自分名義でしか申し込んでないのに

当たってるし。

あ。でもｴｲﾄｺﾝ全滅ってのは２回あるけど。(笑
最初の代々木の時と初めて山梨に来た時。

どっちもﾁｹｯﾄ譲ってもらえたから良かったけど

あれほどｼｮｯｸで凹んだことはなかったわ。

しかも山梨のﾁｹｯﾄ譲ってもらったのが２列目で。

しかも超絶寒かったってゆーね

２列目なのに誰からもﾌｧﾝｻなし。(笑
あの時は落ち込んだわ〜。

あの鉄壁の丸ﾁｬﾝからさえもﾌｧﾝｻなかったもんなぁ。

別にﾌｧﾝｻ目当てで行ってるわけじゃないけど



２列目だったからやっぱり期待しちゃうじゃない

確かあの時は楽器演奏が多かったんだよね。

それで忠義が近くに来る機会がほとんどなかったってゆーね。

でもやっぱり凹むよね〜。(笑
まぁ、まぁ、確かにあたくし、ただﾁｬﾝのﾀｲﾌﾟじゃないですけども。(笑
哀れと思って手のひとつぐらい振ってくれてもいいじゃない。(笑
次の山梨公演でﾘﾍﾞﾝｼﾞ出来たから良かったけど。

そうだ。引っ越し準備で雑誌の片づけしないとなぁ。

すっごい山積みになっててこのままじゃとても引っ越せないし。

要らない洋服も全部処分しなくちゃ。

当分休日はそんな感じになりそうです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.05.23 Mon 全力で祝いました。

大倉担まひるですけども。

ﾃﾝﾌﾟﾚ変えたった。

そうそう、この間の面接の結果が出て

落ちたんだけど次点って形でお店に名前登録して

おいて空きが出たらみたいな感じに言われたので

お願いしました。

たぶんすぐ空きが出そうだし。

わかんないけど。(笑
厳しいって言ってたからそれでｲﾔになって

辞めちゃう人いるかなぁと思って。

それ狙いなんですけど。(笑

なんか忠義の誕生日から１週間が経ちました。

あっという間だなぁと。

全然お祝いしてないけど

気持ちの中ではお祝いしてたんだけど

とかは買ってないなぁ。

なんか先週はﾌﾞﾛｸﾞも書けない程疲れてたから

どころじゃなくて。

ただﾁｬﾝに申し訳ない気持ちでいっぱいです

あぁ、気持ちの上では最上級にお祝いしましたよ。(笑
それで許してちょんまげぷりん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.05.24 Tue あたくしごとですが。

大倉担まひるですけども。

職場で新しく異動してきた人と馴染めなくて

困ってます。

なんかみんなそうみたいで

特に店長が困ってます。

全然周りとｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ取る気がないとゆーか。

全然喋らないし、何かあっても報告しないし。

ちなみに男の人です。

一緒にやってく自信ないです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

明日は待望のお休みです

たぶんｺﾞﾛｺﾞﾛして終わりだと思います。

もう４連ﾁｬﾝがしんどくて。

前の３連ﾁｬﾝ＆２連ﾁｬﾝの方がﾗｸだったからね〜。

でも 行くのには今の方が

職場に迷惑にならないからね。

頑張るしかないさ。

そう、気持ちの中にﾏｲﾎｰﾑが浸透してこないんだよねぇ。

ﾄﾞﾗﾏをまだ見てないからだと思うんだけど

T.W.Lの方が好き♥

それはあたしが元ゆずっこだからですか

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ﾄﾞﾗﾏも後半戦だと言うのに全然見てないもんなぁ。

疲れて見る時間がないとゆーか。

昼間はイタズラなKISS見て、離婚弁護士見てるし。

起きるのがだいたいそのぐらいの時間だし。

で、離婚弁護士見たらお風呂入って

ご飯食べて寝る。

とにかく寝てます。



なんかそれで１日が終わるって悲し過ぎる。

もっとただﾁｬﾝのことｶﾞﾝ見したり

したいのになぁ。

買っただけで読んでない雑誌とかもあるし。

明日は雑誌買ってきて読破しよう。

あと部屋の片づけと。

これが1番厄介。

CDとDVD-BOXは売りたくないし。

雑誌もｼﾞｬﾆだけ切り抜いて保存だし、

結構手間がかかるの。

ちなみにヲタ誌は切り取りせずにまんま保存だけど。

だから片付かないんだろうなぁ。

あぁぁぁぁぁぁあ。

忠義ｺﾞﾄ全然書いてねぇー

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.05.30 Mon 久々なのに眠くてｺﾞﾒﾝ。

大倉担まひるですけども。

忙しくてﾌﾞﾛｸﾞ書けなくてすみません

もしかしたら６月はﾊﾟｿｺﾝが使えないかもしれないです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
まぁ、いろいろ諸事情により···｡

ﾌﾞﾛｸﾞはなるべく携帯から更新しようかとは思ってるのですが。

そんなわけでご用の方は携帯にﾒｰﾙくださるか

ｺﾒﾝﾄ欄のﾒｱﾄﾞ書くところにﾒｱﾄﾞ出して

ｺﾒﾝﾄください。

あたししかﾒｱﾄﾞは見れないようになってるので。

折り返し携帯からﾒｰﾙします。

ご迷惑おかけします。

ﾊﾟｿｺﾝが使えるようになったらその旨ｱｯﾌﾟします。

たぶん夏までにはなんとかなるかと。

せっかくﾌﾞﾛｸﾞ書き始めたけど

弟の話が長すぎて眠くなってきたので

寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.05.31 Tue ズですみません。

大倉担まひるですけども。

昨日はすみませんでした

食後の弟の話が長すぎて眠くなってしまって

全然ﾌﾞﾛｸﾞ書けませんでした。

今日はｶﾞｯﾂﾘ書いて有終の美を飾りたいと思います。(笑

え ﾌﾞﾛｸﾞ終わらないけど。(笑

最近忠義ﾈﾀなくてすみません

あ。自分の保存用として書かせていただくと

２２日に三馬鹿が石巻市を訪問して歌や炊き出しを行ったと。

すごいなぁと思って。

なんかあの事務所って写真とかﾀﾞﾒじゃない

でも写真とかも で大ﾊﾟﾆｯｸだったみたいだけど。

でもそうゆう話聞くと暖かいなぁと思って。

三馬鹿の人柄だよね

あたしはそんな彼らが大好きだし、

誇りに思う。

なんかそういや、今日、夢見たんだけど

空（＠章大）の口座を携帯に登録する夢で

暗がりの中でやってて全然登録出来ない夢。

まぁ、たまたま今の携帯に空の口座と住所が登録されてなくて

昨日口座を聞いたから見た夢なんだけどね。

あとよく見る夢。

忠義の携帯の番号、もしくはｱﾄﾞﾚｽをｹﾞｯﾄする夢。(笑
どんだけｹﾞｯﾄしたいんでしょ。

友達の友達とかｸﾗｽﾒｲﾄとかそんな設定で。

つーかｸﾗｽﾒｲﾄってもう学生じゃないのに。(笑



なんかよく高校生ってゆー設定で夢見ます。

図々しいな。(笑

ズが基本ですから

そうそう、それであたしとﾏﾏﾝの中で

固まりつつある話なんだけど

今住んでる土地を売ったらそのお金をいくらかもらって

あたしもﾏﾏﾝもお互い１人暮らしをすること。

あたしは神奈川か埼玉に引っ越して

ﾏﾏﾝは豊橋に引っ越す予定。

ﾏﾏﾝと遠く離れて暮らすのは寂しいけど

なんかもうﾊﾟﾊﾟﾝとは一緒に居たくないみたい。

あたしもﾊﾟﾊﾟﾝと暮らすのはイヤだし。

１０月ぐらいまでには引っ越す予定。

だから急ピッチで部屋を片付けないとね。

あぁ。きっと忠義はｺﾞｰｼﾞｬｽなﾏﾝｼｮﾝに住んでるんだろうなぁ。

あたしを居候させてくれないかしら

でもきっと緊張してあたし、何も出来ないんだろうなぁ。

あたしはﾎﾞﾛｱﾊﾟｰﾄに住む予定ですけども。(笑
理想としては新築のﾏﾝｼｮﾝに住みたいんですけどねぇ。

家賃２０万とかするような。

仕事も決まってないのにﾏﾝｼｮﾝとか住めないよー。

仕事が決まってからﾗﾝｸｱｯﾌﾟするのはいいけど。

(,,ﾟДﾟ) ｶﾞﾝｶﾞﾚ!俺。

なんか忠義に逢いたいなぁって思うんだけど

今、自分の生活が安定してないから全然そんな余裕とかなくて

だからむしろ１０月以降に逢えたらいいなぁと思うわけで。

ズですかねぇ。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。



１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.05.31 Tue ｲｹﾒｿ兄弟。

大倉担まひるですけども。

しばらく が使えなくなるので

使えるうちに更新更新。

たぶん携帯とかiPadとかからは更新出来ると思うので。

ﾒｰﾙの方も は止まります。

なので携帯のﾒｱﾄﾞ知ってる方は携帯にﾒｰﾙください。

知らない方でご用の方はｺﾒﾝﾄ欄のﾒｱﾄﾞのとこにﾒｱﾄﾞ出してﾒｰﾙください。

あたしにしかﾒｱﾄﾞはわからないようになってますので。

折り返し携帯からﾒｰﾙします。

ご迷惑おかけしますがよろしくお願いします。

が使えるようになったら

その旨ｱｯﾌﾟします。

今日、朝、ﾌﾞﾛｸﾞ書いた後、お友達から届いたﾌﾞﾗﾝﾁのただﾁｬﾝを

見てたんです。

もう中島健人くんとのｼｮｯﾄが最高

こんなｲｹﾒｿ兄弟が居たら絶対嫁に行きたいです。（切実

長男と結婚して（忠義）次男(健人くん）とｲﾁｬｲﾁｬしたいです。(笑
（↑ﾎﾝﾄは長男と１番ｲﾁｬｲﾁｬしたいです。

昼間のｲﾀｽﾞﾗなKISSも終わったことだし、

明日は「生まれる。」をｶﾞﾝ見したいと思います。

ただﾁｬﾝの髪形がｷﾉｺにしか見えないですけども。

なんか最近のただﾁｬﾝは結構独り立ちも出来てて

頼もしい気がするのはあたしだけですか

たぶん後輩も一緒ってゆーのが頑張らなくちゃって思わせてるのかも。

今まで先輩とかと一緒だったから適当にいじってくれてたじゃないですか

ただﾁｬﾝもいつまでも末っ子じゃないですぞ。

先輩風をﾋﾞｭｰﾋﾞｭｰ吹かしてくれたまえ。



（↑E.L.Tのｼﾝｸﾞﾙ。ﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸさんがPVに出てるので買いました。

すごくｽﾃｷでした♥

（↑KAT-TUNのｼﾝｸﾞﾙ。まだ封を開けてないけど···｡

どんだけ〜

（↑お友達からもらったﾊｲﾁｭｳの消しゴムｽﾄﾗｯﾌﾟ。

めっちゃ嬉しかったので写真ｱﾌﾟ。

２つもらったので１つは空（＠章大）にあげようと思います。

もっそい私信＞＞みやこさん

みやこさんが一人暮らしのこと背中押してくれなかったら



あたしたぶん勇気出なかったと思います。

ｱﾄﾞﾊﾞｲｽありがとうございました。

またこれからも至らない部分あるかと思いますが

よろしくお願いします。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.01 Wed グータラしてます。

大倉担まひるですけども。

また疲れて爆睡してしまいました。f^_^;)
昨日とか肩こりがひどくてしんどかったんですけど

今日は肩こりも治り快適くんです。

今日は生まれる。を見ようと思ってたんですけど

重たいドラマを見る気分になれず

いつになったらちゃんと見れるんだろうと考えるばかりです。

忠義のドラマでこんなに見れなかったのは初めてです。

なんか今日は頭がぼんやりしてて

眠いです。

15時まで寝てたからですかねぇ。

でも疲れは取れました。

でも全然シャキッとしないんです。

ブログも全然書く気力が無くて。

今からお風呂に入ろうと思うんですけど

それも面倒なぐらいです。（笑）

そう。最近少し痩せました。（笑）

それでもだいぶおデブチャンなんですけどね。（笑）

たぶん、疲れからだと思うんですけど。

もう少し痩せたらいいなぁと思うんですけどね。

でも忠義を見習って頑張ろうと思います。ヾ(＠⌒ー⌒＠)ノ
ダイエットも仕事も。

そういや、梅雨入りしましたね。

今年は例年より早いみたいですね。

今年はまだ美容院に行ってないので

そろそろ行こうかなぁと思ってます。



もう縮毛矯正かけてないので頭がとっ散らかってますけど。（笑）

そんなわけで縮毛矯正かけに行きたいと思います。

梅雨はイヤですよね。

仕事行く時や病院行く時に雨降ってたら

ブルーになります。

ちなみに病院は遠いので雨降ってたら

行かないんですけど。

行かないとゆーか行けない。

なんか全然忠義のこと書いてないですね。f^_^;)
やっぱりパソコンじゃないと書く意欲が湧かないですね。

ちなみに今、iPadから書いてるんですけど

絵文字も使えないし、

案外不便です。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/501/
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2011.06.01 Wed 冷めてるわけじゃないけど。

大倉担まひるですけども。

そうそう、今日、「検事ﾌﾟﾘﾝｾｽ」を見たのよ。

ｲﾀｽﾞﾗなKISSの後番組でJUGEMさんの記事を書く時に

右側に「検事ﾌﾟﾘﾝｾｽ」「ﾏｲ·ﾌﾟﾘﾝｾｽ」２大ﾌﾟﾘﾝｾｽDVD発売記念

ｿｳﾙ2泊3日ﾌﾟﾘﾝｾｽの旅が当たるってゆー

画像が出てくるんでちょっとﾄﾞﾗﾏも見てみようと

思って見たんだけどなんかちょっとｶﾞｯｶﾘ。

と韓流ﾄﾞﾗﾏばかり見ている福原です。

なんか起きてから時間が経つにつれ

疲れてくるんですけど。(笑
さっきまで快適くんだったのに

すでによれよれです

お風呂に入らなきゃって思うんですけど

後回しになってます。

明日、また仕事だと思うとしんどいです

今日は早く寝なくちゃ。

明日に備えて。

ちなみに今、なぜか が使えたので

から更新しています。

でもいつ使えなくなるかもわからないので

とりあえず急いで更新します。

そうそう、まだ「ﾏｲﾎｰﾑ」のPV見てないんですよねー。

忙しくて見れなかったのと気分が乗らなかっただけなんですけど。(笑
今日、ちょろっと見て忠義ﾑｰﾄﾞを高めたいと思います。

ちょっと大倉忠義に飢えてるので。

なんかちょっと前までなら忠義を見れなくても

そんなに飢えたりしなかったのですが

最近ﾀﾞﾒですねぇ。



なんかﾌﾞﾛｸﾞに何書いていいのかもわからないですもん。(笑
なんかそれなのに夢に向井理くんが出てきて

ｳﾊｳﾊしてました。

忠義に夢に出てきて欲しかったのに。

でも夢で見る理くんもかっこよかったです♥

あー。飢えてるってゆーか気持ちが落ち着いてるとゆーか

何もする気になれないとゆーか。

冷めてるわけじゃないですよ。

でもヲタらしいこと何もしてないですね。

昨日、ﾌﾞﾗﾝﾁの映像見たぐらい

仕分けも全く見てないですし。

それも今日、ちょろっと見ようかしら

まぁ、眠くなかったら見ます。

で、今、ちょろっとPV見たんですよ。

すごい良かったです

忠義の笑顔がすごく良かったし、

なんかすばるの歌ってる横顔とかｷｭﾝとしてしまいました。

なんか衣装もﾅﾁｭﾗﾙだったし、

如何にもﾏｲﾎｰﾑって感じであんな仲間が居たらいいなぁと

思いました。

やっぱり大倉忠義No.1です

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.03 Fri 忠義の笑顔。

大倉担まひるですけども。

疲れて爆睡。

１４時頃起きて 見ながらｺﾞﾛｺﾞﾛ。

で、今です。

休みなんてﾎﾝﾄあっという間だね。

やっぱ連休とか欲しいよね。

１日だけの休みなんて寝て終わっちゃうもん。

やっぱり１番の疲れは４連勤になってからかなぁ。

とにかく長い休みが欲しいです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
でもあんまり長い休みがあると仕事行くのｲﾔに

なっちゃうよね

そんなわけで今ぐらいがちょうどいいのかも···｡

(,,ﾟДﾟ) ｶﾞﾝｶﾞﾚ!俺。

忠義も毎日ﾄﾞﾗﾏの撮影頑張ってるんだから

あたしも仕事頑張らなくちゃ。

少しは引っ越しのお金貯めないとならないし。

そんなわけで今あたしにお金の余裕なんて

全くないわけで。

土地を売ったお金をいくらまであたしに

くれるのかとかまだ全然話し合ってないからね。

すみません。

すっごいﾘｱﾙな話で。(笑

なんかﾏｲﾎｰﾑのPVの忠義の笑顔でもっそい癒されました。

あぁ。あたしはやっぱり大倉忠義が好きなんだなぁって

再確認したし。

忠義の笑顔で疲れた心も癒されたし。

なんか最近心が病んでるんですよね。

仕事とか行ってもｲﾗｲﾗするし、



休みの日も気分が沈むし。

それが忠義の笑顔で全快とまではいかないけど

半減されたし。

やっぱりあたしにとっても忠義は大切な存在。

心のﾋﾞﾀﾐﾝ剤だね。

好きー♥

なんかやっぱり好きな人の笑顔ってHAPPYになれるよね。

なんか改めてそう思いました。

その笑顔をくれた忠義のためにも

あたしは暗い顔をしてちゃいけないんだなぁって。

確かに気持ちは沈むけど少しでも

前向きに頑張らなくちゃって思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.07 Tue 情けないです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

大倉担まひるですけども。

ちょいご無沙汰。

体調が悪く、仕事には行ってたんですけど

ﾌﾞﾛｸﾞ書く気力がなくちょっと間が開きました。

とりあえず体調は良くなりました。

お弱ﾁｬﾝですみません。

あ。来週のお試しかっ!!に忠義と丸ﾁｬﾝが出るそうで。

満を持してですよね。(笑
やっと忠義の出番ですね。

どんだけ美味しい顔して食べるのか楽しみです。

なんか想像だけでｲｯﾃQなんですけど。

ﾔﾊﾞｽ。

楽しみ過ぎてよだれが···｡(笑
（↑変態１号。

やっぱり忠義のこと考えると楽しいです。

あ。来週、火、水って連休もらえそうなんです。

久々にﾊﾟﾁｱﾊﾟのﾗｲﾌﾞDVDでも見ようかなぁと思ってます。

あ。その前に生まれる。を見なくちゃ。

ｳﾊ。考えるだけで楽しみです。

そういや、やっぱり２４時間ﾃﾚﾋﾞの総合司会、羽鳥さんでしたね。

予想通り。

あたし、羽鳥さん好きなんで嬉しいです

後はﾄﾞﾗﾏが誰なのかを早く知りたいです。

意外とヨコとかヒナﾁｬﾝとか

うーん。謎です。

今月あまりにも銭子がないので



指輪を売ることにしました。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
まぁ、ﾊﾟﾊﾟﾝに作ってもらった指輪なんですけども。

あたしの持ち物で唯一お金になりそうな物です。(笑
成人式の時にﾏﾏﾝが作ってくれた着物は買った当時は１００万とか

したんですけど売るとなったら３０００円と言われたらしいです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
着物ってお金にならないんですねぇ。

びっくりです。

それでﾏﾏﾝが売るの辞めましたもん。

そう、うち今、究極の銭無し子ﾁｬﾝなんですよねぇ。

店閉めて３ヶ月ぐらい経つんですけど

ﾊﾟﾊﾟﾝもﾏﾏﾝもまだ仕事してないんですもん。

ﾏﾏﾝはそれでも求人とかﾁｪｯｸしてるんですけど

肝心なﾊﾟﾊﾟﾝが全然仕事探す気がなくて。

なんかﾊﾞﾘﾊﾞﾘ仕事をしてる忠義ﾊﾟﾊﾟが羨ましいです。

やっぱり男は仕事してなんぼですよね。

なんか現実を見ると悲しくなります。

なんかそんなやり手の忠義ﾊﾟﾊﾟを見てるので

どうしても自分の親と比べてしまいます。

比べたって敵いっこないのに。

やっぱり忠義ﾊﾟﾊﾟはｽﾃｷです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.07 Tue ﾌﾗｹﾞしました。

大倉担まひるですけども。

何書いていいのかさっぱり。(笑
あ。今日、「３６５日家族」ﾌﾗｹﾞしました。

なんかｼﾞｬｹｯﾄがｽﾃｷ

まだ封は開けてないんだけどね。

開けろよーって思ったでしょ

明日のお休みにゆっくりと。

全然ﾌﾗｹﾞした意味がないってゆーね。

まぁ、明日 なんでゆっくりも

出来ないんだけどね。

用事もあるし。

明日早起きするために今日は早く寝ます。

短いけどほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.08 Wed 迷走中。

大倉担まひるですけども。

今、３６５日家族聴きながら書いています。

ﾏｲﾎｰﾑや３６５日家族って今までのエイトの曲でも

落ち着いた曲だよね。

忠義贔屓じゃなくて３６５日家族の方が好きかなぁ。

ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの曲とかも３６５日家族の方が好きかなぁ。

気まずいｺﾝﾋﾞの曲も好きだし。

Eightopop!!!!!!!も好きだなぁ。

当分ｴｲﾄ三昧ですなぁ。

なんかこの間は冷めてないって書いたけど

実際はちょっと気持ちが冷めてるのかもしれない。

確かに忠義のこと考えると楽しいし、

HAPPYな気持ちになれるんだけど

なんか前とちょっと違う気がする。

気持ちが落ち着いてるってゆーか。

まぁ、ヲタ卒とかはないけど

それは１００％ないけどでも気持ちがMAXじゃないってゆーか。

まぁ、ﾗｲﾌﾞでも見れば気持ちが変わると思うんだけどね。

そんなわけで今日はﾊﾟｯﾁｺﾝDVDでも見ようかなぁと思います。

降ってて 行けそうにないし。

お昼すぎからは晴れそうだから午後 が止んだら 行くけど。

なんか毎日が忙しくて気持ちがeighterに切り替わる時がないってゆーか。

なんかﾀﾞﾒﾀﾞﾒなんだなぁ。

今、すごく先行き不安だし、

悩むことも多くてストレスから白髪も数本ﾁﾗﾎﾗと。

もう全然乙女じゃなくて

ただの病んでる人ってゆーか。(笑
それでも若干忠義の笑顔見ると嬉しくなるんだよなぁ。(笑



単純ﾊﾞｶ。

はぁ。ﾗｲﾌﾞ行きたいなぁ。

そんなお金ないけどねー。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
Y&Jの会費も払わないとならないんだよなぁ。

振り込め用紙が見つからないんだけど。

今日、探してみようっと。

時間があったらだけど。

うち、郵便物に関しては親の管理がいい加減だから

すごく困るんだよね。

１階の事務所にあったり外に置きっぱになってたり

２階の方にあったり。

何度言っても全然改善されないんだよなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.09 Thu ヨコちょー。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

大倉担まひるですけども。

今日の午前中に 行ってきました。

昨日ｸﾞｰﾀﾗして行けなかったので。（笑

で、今日は午後から仕事行ってきました。

疲れましたね。

肩こりとか酷くてﾔﾊﾞｽです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
ﾊﾟｿやるのもしんどいぐらいです。

仕事から帰ってくるといつもそんな感じで

なかなかﾌﾞﾛｸﾞ更新出来ないんですけどねぇ。

前はそんなに肩こりとか酷くなかったんですけど

最近特に酷いですね。

そうそう、ヨコの出てる「その顔が見てみたい」でしたっけ

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝになるじゃないですか

それが金曜日のﾀﾓｽﾃの枠と一緒で。

ﾀﾓｽﾃにエイトが出る時はヨコちょを諦めなきゃならないんですよねぇ。

うちのHDD、W録出来ないですし。

ガビーン。

もうなんで金曜日のその枠なの

ガ━━ΣΣ(゜Д゜;)━━ ン!! 

寧ろ深夜枠だから面白いって部分もあると思うし。

別にｺﾞｰﾙﾃﾞﾝにならなくても···｡

と思うわけで。

はぁ。

ﾀﾓｽﾃの録画率高いからだいぶヨコちょを諦めないとならないなぁと



ﾀﾓｽﾃの録画率高いからだいぶヨコちょを諦めないとならないなぁと

思って。

忠義の次にヨコちょが好きなのにー

でも亮ﾁｬもすばーも好き♥(笑
結局みんな好きなんだよなぁ。(笑
やっぱりあたしはeighterです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.10 Fri 少しでもあげぽよ〜。

大倉担まひるですけども。

お腹空いたなぁ。

しかも頭痛がする。

疲れてるのかなぁ

でも寝起きなので肩こりはほとんどしないです。

だから肩こりからの頭痛じゃないねー。

なんだろ

全然雑誌の片づけが進まないよー

少しづつ進めないと引っ越しに間に合わないのにー。

今日は雑誌の片づけ頑張ろうー

最近全然ｹﾞｰﾑやってないなぁ。

３DSも買ったけどﾚｲﾄﾝ教授やってないし。(笑
なんか元々入ってるｿﾌﾄで遊んではいるけど。

ｾﾞﾙﾀﾞとか欲しいけどお金ないしなぁ。

その前にﾚｲﾄﾝ教授をやれって話ですけども。

あぁ。やりたいこと、やらなきゃいけないことが

多すぎて体がついていかない。

ｹﾞｰﾑもやりたいし、生まれる。も見たいし、ﾊﾟｯﾁｺﾝDVDも見たいし、

雑誌も片付けなきゃならないし。

あぁ。ﾃﾝﾊﾟる。

とりあえず今日は午前中、雑誌片付けて

午後から何かしよー

有力なのはﾊﾟｯﾁｺﾝDVDかな。

久々にﾗｲﾌﾞでの忠義が見たいんだもん。

いい加減生まれる。も見なきゃって思うんだけど

どうしても重たい話に後ずさりしちゃうんだよねぇ。



それでも大倉担か って思うんですけどねぇ。（苦笑

なんか見た後にﾄﾞｰﾝ となるのが怖いんです。

それでなくても今、気持ちが落ち込みやすいのに。

今、すっごく精神的に不安定でﾀﾞﾒなんですよねぇ。

だから太一くんのﾄﾞｰﾝ についていけないと

思うんです。

だから少しでもあげぽよ の物を見る方がいいと思うんです。

あげぽよ〜。(´∀｀)

そういや、ﾃﾝﾌﾟﾚ飽きちゃったんで

新しくしようかなぁと思ってます。

で、引っ越してから仕事決めようと思ってたんだけど

家決める時に仕事ないと無理っぽいらしいじゃないですか

どうしよー。

とりあえずﾏﾏﾝに相談だ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.10 Fri 今月のPOPEYEは···｡

大倉担まひるですけども。

雑誌、廊下で片付けてたら腰痛くなっちゃったので

挫折しました。

でもこのﾍﾟｰｽでやれば引っ越しまでには

なんとかなりそうです。.+ﾟヽ(·c_,·｡)ﾉ.+
ﾔｯﾎｰｲ。

そんなわけで やってる今も

肩と腰が痛いんですけども。

で。POPEYEを買いに行ってきました。

ｵﾘｽﾀが売り切れだったので買うことが出来なかったんですけど

POPEYEは無事ｹﾞｯﾄ。

喉仏がｱｯﾌﾟになってる写真と鏡を覗き込んでる写真が

好きなんですがいまいちPOPEYEさんの服装の趣旨に

ついて行けず···｡

でも鏡覗き込んでる写真はもっそい好きだ

なんか月を追うごとにﾊｲﾚﾍﾞﾙになってる気がするのは

あたしだけですか

なんかただらーが試されてるような気がする。

いやいや、ついていきますよ。(笑

亮ﾁｬの載ってるFINEBOYSも買ったんだけど

亮ﾁｬがあまりにも爽やかで眩しかったぜ。

あたし的に好きなのはBiDaNなんですけどねぇ。

BiDaNに載ってた忠義は輝いていた

いや、今も輝いてますぜ、大倉兄さん

ヲタ誌も買ったんだけどそんなにｲﾝﾊﾟｸﾄのある

記事も写真もなかったので特に書かないけど。(笑



何様〜。

でもWUのﾋﾟﾝﾅｯﾌﾟの忠義の笑顔がもっそいきゅんとなった

Duetの忠義がうつ伏せで寝てるのも可愛かったなぁ

あたしも昔よくうつ伏せで寝てたんだけど

胸の形が悪くなるって聞いて最近は仰向けか左向いて寝てる。

もう今更的な感じなんだけどね。(笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.10 Fri 9号車2番A席。

大倉担まひるですけども。

今日は結局雑誌の片づけと更に買ってきた雑誌を読んで

終わった１日でした。

ﾊﾟｯﾁｺﾝの 見れなかったぁー

まぁ、来週、火曜日、水曜日って連休だから雑誌片付けつつ

も見ようー

しかも木曜日行ったら金曜日も通常通りお休みだしねぇ。

ﾆﾊﾟ(○´艸`)
頑張って雑誌片付けようー。

まだまだ山のようにあるからね。

そうそう、実は散々 が使えないとか言っておきながら

実は使えてるってゆーね

でもいつ使えなくなるとかわからなくて

もしかしたら明日とかにも使えなくなるかもしれないし。

微妙なのよね···｡

「９号車２番A席」のすばると亮ﾁｬﾝの会話部分がすごく好き

なんかやっぱ関西弁っていいよねぇ。

（↑改めて言うことでもないけど。（笑

あたしは丸っきり標準語だからすごく羨ましい。

あ。でも完璧に標準語なわけでもないんだけどね。(笑
両親が共に山梨出身だし、今、山梨に住んでるから

ちょっと甲州弁とか混じるけどね。（笑

なんかこの間、ちょっと 見てて笑ったのは

「ｻｸﾗｲｻﾞｰ」ってゆう山梨ﾛｰｶﾙの戦闘物がやってて

そのｻｸﾗｲｻﾞｰが変身した時に「はんでめためたごっちょでごいす」って

年寄りでも使わないような方言を言ったのね。



それが山梨に住んでるあたしにはﾂﾎﾞでいやぁ、久々に

良い物見たなぁって思ったのよ

なんかちょっと真面目にやってる感じじゃなくて

番組自体ｳｹ狙いでやってる風なのが面白かったの。

で、話は戻るんだけど（笑

9号車2番A席って電車乗る時にちょっと意識しちゃうかも。

山梨だったらあずさかかいじだよね。

でもやっぱりのぞみで乗らなきゃ意味ないかなぁ。

その辺どう思いますか

３６５日家族とﾊﾟﾁｱﾊﾟを監督してくださった

中村哲平監督のﾌﾞﾛｸﾞを読むと時々ｴｲﾄの話が出てくるんだよねぇ

なんかまたこうしてご縁でお仕事させていただけたのは

嬉しいなぁと思います

またﾊﾟﾁｱﾊﾟの続編とかやって頂けたら嬉しいなぁと思います。

そういや、博貴が居た頃、

８人でﾄﾞﾗﾏ撮ったよね。

関西ﾃﾚﾋﾞさんだったかなぁ。

戦争物のｽﾍﾟｼｬﾙ番組だったんだけど

博貴のことがあってお蔵入りしちゃったんだけど

あのﾄﾞﾗﾏ、放送してくれないかなぁ。

８人で撮った最初で最後のﾄﾞﾗﾏだもん。

やっぱり今更的なのかなぁ

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.13 Mon 今日は帰れま１０ですね。

大倉担まひるですけども。

どうも土日は疲れててﾌﾞﾛｸﾞが書けない。

まぁ、土曜日は嵐の番組見てるから書けないんだけど。（笑

日曜日は今だいたい早番なんだけど

疲れててお風呂入ってご飯食べて寝ちゃうから

ﾌﾞﾛｸﾞ書く余裕がないんだけどねー。

でも昨日熟睡出来なくて何度も目が覚めて

どうしようかと思ったけど

とりあえず３時半まで眠れた。

それで起きてﾌﾞﾛｸﾞ書いてます。

そうそう、FACEBOOKに登録しました。

福原まひるで検索してください。

まだ使い方がよくわからないんですけどね。（苦笑

なのでとりあえずまだ登録しただけなんですけど。（笑

ﾀﾞﾒですねぇ。

最近めっぽう文明の利器ってやつに弱いです

ﾂｲｯﾀｰでさえ使いこなせてないですもん。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

最近自分が異常にお年寄り並みの頭しかないような気がします

ﾂｲｯﾀｰの本まで買ったのに全然わからないんですもん

とか言わないでー。

やっとKAT-TUNの新曲聴いてます♥

なんかあたしは昔のKAT-TUNの曲の方が好きだなぁって

思います。

特にﾃﾞﾋﾞｭｰ前の曲が好きです。

うーん。それはその時、仁担だったからかも

しれませんね。

懐かしい想い出です。

それはその時で楽しかったですよ。



泣かされた時も多かったけど。（笑

それも想い出です。

大倉担になった時も女の影追って泣いたりした時も

ありました。

それが真実かどうかもわからないんですけどねぇ。（笑

とにかく当時はよくそうゆう噂に惑わされて

勝手に凹んだりしてました。

若気の至りってやつですかねぇ。

最近も気にならないわけじゃないんですけど

前ほど気にならなくなりました。

あたしも一応大人になったってことですかねぇ。（笑

なんかまた膀胱炎になった気がするんですけど。（笑

どうしても仕事中はトイレを我慢しちゃうんですよね。

様子みてﾑｽﾞﾑｽﾞが治らなかったら 行こう。

今日はいよいよ帰れま１０ですね。

久々に素に近い忠義が見れるんだなぁと思うと

嬉しいですね。

そう、ﾀﾓｽﾃも見たんだけど見てすぐ寝ちゃったから

覚えてないの

だからまた見返さないとﾀﾞﾒ。

まぁ、言われなくともﾘﾋﾟるんですけども。

またﾘﾋﾟったら感想書きます。

あと今日、帰れま１０見たら感想書きたいと思います。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.13 Mon 帰れま１０（ﾈﾀﾊﾞﾚあり。

大倉担まひるですけども。

Y&Jの会費振り込め用紙まだ届いてなくて

今日届きました。

散々探したのにあるわけないよねぇ。

去年はもっと早く届いてたから

てっきり届いてるものだと···｡

そんなわけでこの間、郵便局の振り込め用紙を

大量にもらってきちゃいました。

まぁ、ちょうどきらしてたからいいかぁ。

やっぱり膀胱炎っぽいです。

明日 行ってきます。

なんか朝からお股ﾑｽﾞﾑｽﾞしてトイレがやたらちかいです。

最近結構トイレ我慢してて。

なんか去年も今頃なったような気がします。

そうゆう時期周りなんでしょうか

もうすぐお試しかっ!!が始まります。

２階に上がっちゃうと見れなくなるので自分の部屋で

見てから２階に上がります。

お。始まった。

たちょの白いご飯好きが垣間見れた。

つーか忠義のドドスコを見てもうたー

もっそい可愛かったーぁ

たちょが壊れたぁー。

なんか忠義が結構自分の意見言っててびっくりした。

やっぱ最近のたちょは面白いなぁ。

めっちゃ好きなんですけども。

なんか今回丸ﾁｬﾝよりも輝いていたのは大倉さんでは



で。１月から始まるﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞのﾄﾞﾗﾏ。

竹内結子さん主演のﾄﾞﾗﾏに丸ﾁｬﾝが出演決定。

「ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾅｲﾄ」です。

刑事ものって聞いたんですけどどんな感じなんですかねぇ。

楽しみですね。

でももう1月のﾄﾞﾗﾏの発表なんですね。

なんか丸ﾁｬﾝ、大忙しですね。

映画やったりﾄﾞﾗﾏやったり。

去年の忠義級ですかねぇ。

頑張ってほしいです。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.14 Tue 帰れま１０感想続き。

大倉担まひるですけども。

昨日の帰れま１０は面白かったなぁ。

朝から仕事してて疲れもﾋﾟｰｸだったのかなぁ。

忠義、崩壊してましたよね

それがすごい可愛くて

今回の成績が良かったのでたぶん次もありますよね

楽しみだなぁ。

また忠義の好きな白いご飯系のあるものだと

嬉しいですね。

まぁ、滅多にないと思いますけど。（笑

なんか最後の方、食べれなくて泣きながら食べる

大倉くんとか想像してたんですけど

案外早く終わって忠義の泣きを見ずに済みました。

でもきっと翌日のｶﾛﾘｰは控えめにしたんだろうなぁ。

あれだけ肉肉肉食べたら翌日は控えるよね

あたし、あんなに食べたら胃もたれ起こすわ。

忠義のドドスコが自分捨てててめっちゃ可愛かった

もうだってあの時だけはﾎﾝﾄに楽しんごﾁｬﾝの味方だったもん。

忠義の予想ﾊｽﾞﾚろ〜って願ってたもん。（笑

（↑悪代官のあたし。

なんかﾎﾝﾄ最近の忠義は面白いです。

で、今、ﾊﾟｯﾁｺﾝの をBGMにしながら

ﾌﾞﾛｸﾞ書いてます。

うわー。贅沢だなぁ。

しかももっそい爆音で。（笑

引っ越したら爆音で なんて見れないと思うし。

なんか昨日、あたしの居ないところでSくんと店長が

地元のお祭りにエイトが来たら みたいな話になってて



間違いなくあたしは行くだろうって噂をしてたみたい。

そりゃ行くでしょう。（笑

SくんはAKBが来たら確実に行くらしい。（笑

まぁ、来るわけないんですけどねぇ。（笑

AKBもエイトも。

で、昨日大きな失態をおかしてしまったわけですよ。

後輩のHくんに伝票整理を上司のHさんに教えてもらって欲しかったんで

上司のHさんに教えてもらってもいいですか って聞いて

いいよと言ったので後輩のHくんにそれを言おうとした時

「Hくーん、Hくんが伝票整理教えてくれるって。」って

上司のHさんのことを「くん」呼ばわりしちゃったわけです。

もう店中爆笑の嵐。

すっごい気まずかったです。

一応謝罪はしたんですけど

前に書いたことあると思うんですけど

その上司とゆーのが周りと全くｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ取らない

やりづらくて困ってる人なので

すっごい笑ってごまかせる感じじゃなくて。

なんか根に持たれてそうで怖いです。

いやぁ、今日、明日と連休ですよ。

お待たせしてるｺﾒﾚｽもやりたいと思います。

やっぶあぁい。

ﾌﾞﾘｭﾚだぁー

もっそいﾃﾝｿﾝが上がる

ｳｲﾝｸｷﾗｰ、何度見ても面白いなぁ。

で、 見るの辞めてﾊﾟﾁｱﾊﾟの

を聴き始めました。

また後で の続きは見たいと思います。
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2011.06.14 Tue ヨコちょ、映画決定。

大倉担まひるですけども。

丸ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏ決定に続いて

今度はヨコの映画が決定しましたね。

「天地明察」っていう映画で岡田准一くんが主演で

岡田くんの囲碁のﾗｲﾊﾞﾙ役にヨコが決まったとか。

ちなみに江戸時代の話らしい。

ちなみにヨコの役名が本因坊道策って言うらしい。

頑張って覚えたんだけどなぁ。

ヨコの映画って言ったらやっぱり「新宿少年探偵団」でしょ

あたし、当時相葉担だったから見に行ったもん。

ﾊﾟﾝﾌもあるし、ﾋﾞﾃﾞｵも持ってる。

あの頃のヨコってﾎﾝﾄ真っ白だったのを覚えてる。

懐かしいなぁ。

スオウだっけ

ヨコの役名。漢字は忘れた。（笑

間違ってたらすみません

なんか白いヒラヒラの服着てたよね

あぁ。なんかﾋﾞﾃﾞｵ見たくなっちゃったなぁ。

うち、まだﾋﾞﾃﾞｵ見れるんだよね。

DVDﾚｺｰﾀﾞｰがﾋﾞﾃﾞｵ付きのものだから。（笑

巷はﾌﾞﾙｰﾚｲを最先端としてるのにねぇ。

だって今までﾋﾞﾃﾞｵでいろいろ録画してあるから

ﾋﾞﾃﾞｵ見れなくなると困ると思って

わざわざﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷがついたやつ買ったんだもん。

ﾌﾞﾙｰﾚｲも欲しいんだけどねぇ。

ちなみに見るだけならﾊﾟｿｺﾝで見れるんだけど。

やっぱ１枚のﾃﾞｨｽｸに長時間ﾀﾞﾋﾞれるのがﾌﾞﾙｰﾚｲの魅力だよね。

お腹空いたなぁ。

今日、何も食べてないもん。

朝一で 行って



やっぱり膀胱炎で。（苦笑

なんか薬をもらいに行ったら「大変でしたね。」って言われて

ちょっと恥ずかしかった。

ちなみに薬剤師のおっさんに言われた。

膀胱炎とか恥ずかしいんだから黙ってて欲しいわー。（笑

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.17 Fri ｲｹﾒﾝ店員。

大倉担まひるですけども。

そうそう、JUGEMさんでもう1ｺやってるﾌﾞﾛｸﾞ「One Way」を

日常ﾈﾀを書くﾌﾞﾛｸﾞにしました。

こっちのﾌﾞﾛｸﾞと変化つけた方が

向こうのﾌﾞﾛｸﾞも書けるかなぁと思ったので。

そんなわけで「One Way」もよろしくお願いします。（○┓ﾍﾟｺﾘ

あ。そういえば７月６日からDEROの新番組が始まるそうで。

なんちゃらｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ。（笑（←ﾀｲﾄﾙ忘れた。

もちろんｴｲﾄﾒﾝも出るそうです。

楽しみですね

あ。もちろんこっちのﾌﾞﾛｸﾞでも日常ﾈﾀ書きますよー。

だってｴｲﾄﾈﾀだけでそんなに間がもたないもん。（笑

日常ﾈﾀも含めて福原まひるのﾌﾞﾛｸﾞですからね。（笑

なんかそういや、昨日ﾁﾗっとﾚｺﾒﾝを聴いたんですね。

ほんの１０分程度だったんですけど

ヒナﾁｬﾝが亮ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏ「犬を飼うということ」に出た話だったんですね。

それが台本に「ｲｹﾒﾝ店員」ってあったそうで。（笑

いや、ヒナﾁｬﾝがｲｹﾒﾝじゃないわけじゃないんですが

改めてｲｹﾒﾝ店員とか書かれると恥ずかしくないですか

まぁ、ヒナﾁｬﾝはそれでだいぶ気分よく出てたみたいですけど。（笑

さすがヒナﾁｬﾝ。

今日は仕分け∞SPがありますね。

リアルでは見れないけど休みの日にでも見たいと思います。



ってか休みなんてあっという間ですよねぇ。

火曜日、水曜日が連休だぁーなんてはしゃいでたけど

それもあっという間に終わってしまい、

今日のお休みですもん

今日は雑誌を片付けてｺﾒﾚｽでも出来たらいいなぁと思ってます。

予定は未定ですけど···｡（笑

なんか職場の同僚がこれ絶対面白いから見て!!!!!!って

押し付けられた韓国ﾄﾞﾗﾏの

こっちは見たいともなんとも言ってないのに。

それなのに他に観たい人がいるから早く返してって。

別にいいけど勝手だなぁと思って。

そんなわけで全く見てないけど明日返します。（笑

じゃ、雑誌片付けてきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.17 Fri ★コメレス★

お待たせしました。

ｺﾒﾚｽをやりたいと思います。

ﾎﾝﾄにお待たせしてすみません。

★ｺﾒﾚｽ★

みやこさん

なのはさん（＠忠義）

ふーたんさん（＠忠義）

AZUSAﾁｬﾝ（＠忠義・章大）

ルカさん

春香さん（＠忠義）

Mariさん（＠忠義）

みつばさん（＠忠義・章大）

フルマリさん（＠忠義）

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：ジャニーズ

みやこさん

ｺﾒﾚｽ遅くなってすみません。

そうですよねぇ。

やっぱり一人暮らしした方がいいですよねぇ。

最近両親に振りまわされっぱなしですもん。

特に父親とは相性が悪く険悪です。

引っ越しをしても絶対父とは暮らしたく

ありません。

なのでやっぱり一人暮らしに向けて頑張ろうと

思います。

親身になっていただきありがとうございます。

頑張ります。

なのはさん（＠忠義）

初めまして。

ｺﾒﾚｽ遅くなってｺﾞﾒﾝなさい。

なのはさんもたちょらーなんですね。

あたし、同担ｶﾓﾝﾀｲﾌﾟなので

ぜひ仲良くしてください。

はい。これからもｺﾒﾝﾄがしがしくださると嬉しいです。

どんなたちょでもたちょに変わりはないですもんね。

だからきっと大好きなんでしょうね。

そうですね。結構いろんな方の担当をやってきたんですけど

大倉担になってからが１番長いです。

だいたい今まで１〜２年で担当が変わってたんですけど

大倉担になって７年ぐらいになります。

http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


なのはさんもこれからですよ。

ふーたんさん（＠忠義）

あたしもｷﾃｨちゃんの忠義ｸﾞｯｽﾞは自分では全然買ってなくて

全部プレゼントしていただいたものなんです。

有難いことです。

ぜひぜひ忠義ｸﾞｯｽﾞｹﾞｯﾄしてください。

可愛いですよ。

ヨコももう３０歳なんですねぇ。

ﾎﾝﾄに永遠のﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝですよね。（笑

いつも体調を気遣ってくれてありがとうございます。

とにかく肩こりと鎖骨痛がひどくて

仕事から帰ってきてﾍﾞｯﾄﾞに横になると悲鳴をあげます。（笑

ﾏｲﾎｰﾑいいですよねぇ。

PVとかも自然で好きです。

嵐ちゃんの時の華麗な包丁さばき、良かったですよねぇ。

ああやって毎日料理作ってるのかぁと思うと

なんか素敵だなぁって思います。

怪奇ﾄﾘｵ可愛かったですよねぇ。

ﾀｯｷｰとか顔がﾂﾙﾝとしててめっちゃ可愛かったですよね。

いえいえ、こちらこそふーたんさんと出逢えてすごく

たちょ、エイトには感謝しています。

ふーたんさんはいつもたくさんｺﾒﾝﾄくださって

有難いです。すごく励みになってます。

こちらこそこれからもよろしくお願いします。

なんか生まれる。とびとびでしか見れてないんですけど

太一くんには笑顔で最終回を迎えて欲しいなぁと

思います。

運動会お疲れ様でした。

お疲れﾓｰﾄﾞでもたちょの笑顔があると

頑張れますよね。

９号車の会話部分すごくいいですよねぇ。

なんか暖かい感じがします。

ﾄﾞﾗﾏ、そろそろ解禁になっても良さそうですよね???
たちょのﾄﾞﾄﾞｽｺめっちゃあれだけ自分捨ててやっていただけると

逆に可愛いですよね???



丸ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏ、ヨコの映画、DEROの新番組にと

大忙しですよね。

AZUSAﾁｬﾝ（＠忠義・章大）

ごめーん。

ｺﾒﾚｽするのすっかり忘れていたよ。

せっかく修学旅行のお土産くれるってｺﾒﾝﾄくれたのに···｡

ﾎﾝﾄｺﾞﾒﾝ。

あ。あとで携帯にﾒｰﾙするね。

なんかたちょも出逢った時は１０代だったのに

もう２０代後半戦だねー。

びっくりだよ。

要らない服なんでもよければあげるけど

ｻｲｽﾞLだけど大丈夫???
ﾃｽﾄどうだった???
ﾀﾞｲｴｯﾄしないとお腹ﾀﾎﾟﾀﾎﾟ。（笑

引っ越し、先に仕事決めないとならないので

ちょっと大変そう。

ルカさん

お久しぶりです。

PCってやらなくなるとﾎﾝﾄ全然やらなくなりますよね。

前だったら毎日PC立ち上げていたのに

最近は結構サボってます。

ルカさん、DVD見ましたか???（笑

あたしもついつい後回しになってしまう時が

あります。

だからお互い様ですよ。ルカさん。

たちょの誕生日、ｹｰｷ買ってお祝いしたんですね。

あたしも毎年そうしてたんですけど

今年は忙しくて出来ませんでした。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

春香さん（＠忠義）

合わない人が上司なのですごく厄介です。



全く周りの人と話そうとせず、

勝手にことを進めて報告なしだし、

すごく疲れます。

はい。体調に気をつけます。

Mariさん（＠忠義）

ﾎﾝﾄです。

あたしの引っ越しはｦﾀｸﾞｯｽﾞが多すぎて引っ越しが大変そうです。

最近は雑誌の片づけをﾒｲﾝでやってるんですけど

すぐ腰が痛くなってしまって２時間ぐらいが限界です。（笑

一応神奈川に引っ越そうかと思ってるのですが

その前に仕事を探さないとならないので

大変です。

引っ越した際にはぜひご飯ご一緒させてください。

みつばさん（＠忠義・章大）

へぇ〜。そうなんですね。

ｺｯﾃﾘ関西弁って減ってるんですね。

意外です。

でも語尾の上がり下がりだけでも関西弁っていいなぁって

思いますよ。

じゃ、ｴｲﾄﾒﾝって割とｺﾃｺﾃの関西弁なんですか???
なんか面白いですね。

フルマリさん（＠忠義）

お久しぶりですぅー。

Mｽﾃ、ﾀﾞﾋﾞしましょうか???
遅くなっても良ければﾀﾞﾋﾞしますよ。

あたしもmixiは挫折しました。

一応今も登録はしてあるんですけど

放置です。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
ﾌﾞﾛｸﾞをやってるだけでもいっぱいいっぱいなのに

mixiまで手が回らないのが現実です。



2011.06.17 Fri わからねぇ〜。

大倉担まひるですけども。

下のｴﾝﾄﾘｰにｺﾒﾚｽやりましたので

該当者様はよろしくです。

ﾎﾝﾄに遅くなってすみません

今日は雑誌の片づけが少ししか出来ませんでした

朝早くから始めたので寒かったのと腰がすぐ

痛くなってしまって挫折

ﾎﾝﾄは後２時間ぐらいやりたかったんですけどねぇ

そういや、今日は で比較的涼しかったんですけど

お風呂に入ったら汗だくで。（笑

うーん。ｼｬﾜｰにしとけば良かった

なんかまだまだ朝寒い日があるんですねぇ。

やるのに上着着て靴下履きましたもん。（笑

それで昼間になれば暑かったりして体調崩しちゃいますよねぇ

そうそう、火曜日に今日の仕分けSPを予約ｾｯﾄしないと

ﾀﾞﾒだぁーって思ってﾚｺｰﾀﾞｰ立ち上げたら

もう予約がｾｯﾄされててしかも犬を飼うということが消えてたので

あれ やった覚えないけど···｡

って思ってたらこの２つの番組同じ時間同じﾁｬﾝﾈﾙだったんですね。

もっそいﾎﾞﾔﾎﾞﾔしてました。（笑

そんなわけで仕分けSPの録画予約はﾊﾞｯﾁﾘです

なんか全然何も見てないのでどんな感じかもっそい楽しみなんですけど。

確かご本人を目の前にして名前を当てましょうみたいなやつだったよね



誰が出るんだろー

なんかあたし、 でよく見るんだけど

名前わかりませんみたいな俳優さんとかお笑いの人とかいるよ

いやぁーん。楽しみ〜

そういや、あたしにはﾌﾙﾎﾟﾝの村上さんとしずるの村上さんが兄弟にしか

見えないんですけど

似てませんか

ちなみに２人はすっごい仲良しらしいです。

W村上と言われてるらしいです。

そこにうちの（ｴｲﾄの）村上も入れてﾄﾘﾌﾟﾙ村上が見たいです

お腹空いたのでご飯食べてきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.19 Sun お薦めの本があったら教えてください。

大倉担まひるですけども。

なんか最近あたしは活字離れが進んでます

忠義やヒナﾁｬﾝみたいにたくさん読書をしたいなぁとは

思うんですけどなんかもうヲタ誌でいっぱいいっぱいに

なってしまうんです

読むとしたら 関係の本かｹﾞｰﾑの攻略本とか。（笑

読書じゃないですよね （笑

たぶん最後に読んだ本はちょんまげぷりんかと。（笑

オイオイ、随分前だろう。

最近漫画すら読んでないもんなぁ。

最後に読んだ漫画がNARUTOの出生の秘密の巻だし。

それさえもだいぶ前だし。

読書も始めちゃえば面白いんだろうけど。

何かこうﾋﾞﾋﾞっとくる本が欲しいですね。

何か面白い本があったら紹介してください。

あれ そういえば生まれる。が本になるんだっけ

太一くんのとこで気分がどよーんとしないかしら

とりあえず読むか。

最近女の子の日でもないのに仕事に行くと

出血があって。

ネットでちょこっと調べたらストレスとか疲労の場合が多いらしくて。

やっぱ疲れてるのかぁ。

何か改善方法とかないのかしら

今日、全然眠れなかったから更に疲労困憊なんだろうなぁ。

長い休みが欲しい···｡



じゃ、仕事行ってきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2011.06.21 Tue やっぱりヒナﾁｬﾝ。

大倉担まひるですけども。

２４時間ﾃﾚﾋﾞのﾄﾞﾗﾏがヒナﾁｬﾝに決定しましたね。

ヒナﾁｬﾝの親友役ですばるも出るとか。

知名度から考えてヨコヒナのどっちかかなぁって

思ってたんだけどヨコに映画の仕事が

入ったんでやっぱりヒナﾁｬﾝってことよね。

で、今後の忠義の予定は

何かあるんですかねぇ。

ﾛｹ要員ってことでいいんでしょうか

２４時間ﾃﾚﾋﾞの準備とかその他エイトのﾚｷﾞｭﾗｰ番組のﾛｹとか。

まぁ、それはそれで嬉しいんですけど。

あ。２４時間ﾃﾚﾋﾞのTｼｬﾂも写真ｱｯﾌﾟされましたね。

なんかあたしはあんまり好きな感じじゃなかったんだけど

ﾊﾞｯﾁは可愛いかなぁって思った。

たぶんそっちは買うかなぁ。

でもたぶんTｼｬﾂも買うんだろうなぁ。（笑

記念で。（笑

で、Tｼｬﾂ着てﾊﾞｯﾁ着けて仕事休んで２４時間ﾃﾚﾋﾞ見ちゃうんだろうなぁ。

すっごいわかりやすいﾀｲﾌﾟだよね

あたしって···｡（笑

ヲタク丸出しじゃないですか

そんな自分が嫌いじゃない福原です

今日は暑かったですね。

明日はもっと暑いらしいです。

山梨では天気予報で３４度って言ってました

山梨に引っ越してきて思うのはすごく気候がｼﾞﾒｼﾞﾒしてて

夏もﾑｱ〜っとした暑さがあるので

すごく苦手です。



なんかそういや、大阪も暑かったっけ。

毎年ｻﾏｽﾍﾟに行くたびに思ってたっけ。

そうそう、最近職場で男子の趣味がいいと言われてる福原です。

ﾁｬﾝ·ｸﾞﾝｿｸ、たっちょん、向井理さんはあたしのｲｹﾒﾝ候補の中でも

職場公認です。

なので次なる候補を挙げてくれと言われています。（笑

頑張ります

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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JUGEMテーマ：ジャニーズ



2011.06.23 Thu 疲れ過ぎて何も出来ない···｡

大倉担まひるですけども。

今日も暑かったですね

今日はﾏﾏﾝのお友達が韓国巻きを持ってきてくれて

沢庵とかニンニクとか入ってて疲れて帰ってきた

食欲のないあたしでもｶﾞｯﾂﾘ食べれました

ﾎﾝﾄ疲れてて足の裏とかも痛いし、

足もむくんでﾊﾟﾝﾊﾟﾝだし。

しんどいです

ﾚｺﾒﾝを聴いてるのですがあまりの疲れに寝ます。

何も書いてなくてすみません。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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JUGEMテーマ：日記・一般
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2011.06.24 Fri 体ﾎﾞﾛﾎﾞﾛ。

大倉担まひるですけども。

連日の暑さで頭痛がします

職場でもｴｱｺﾝの温度２８度で

しかも休憩室にはｴｱｺﾝがありません

そんなわけで汗だくになりながら休憩を取らなくては

いけなくて全然休憩にならないってゆーね。

そんなわけで昨日から頭痛がやまなくて

肩こりからかなぁって思ったんですけど

肩こりからだと頭の後ろ側が痛いじゃないですか

頭の前の方が痛いんですよね。

今日は肩こりも酷くてしんどいです

なんか最近体ﾎﾞﾛﾎﾞﾛだなぁって思います。

整体とかﾏｯｻｰｼﾞとか行きたいです

もう今日はｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ最悪です

肩こり、首こり、鎖骨痛、頭痛、腰痛、寝不足。

寝不足だったら眠ればいいのにって思うでしょ

朝ご飯を食べたいから眠いの我慢して起きてるの。（笑

うちの朝ご飯８時半から９時の間だから。

もしくは９時半。

なんか最近家族が仕事してないから

ﾏﾏﾝの起きる時間もゆっくりになって

洗濯が終わってから朝食になったの。

ちょっとｺﾞﾛﾝﾁｮしたいので

内容全然ないけどまた後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.24 Fri 今日は生まれる。最終回ですね。

大倉担まひるですけども。

結局朝あのまま寝てしまって

朝食食べてないってゆーね

で、さっき起きました。

ちょっと体のｶﾞﾀｶﾞﾀがﾗｸになりました。

でも相変わらず頭痛はします

外の方が涼しいあたしの部屋。

どうにかならんのか。

扇風機も使ってないからね。

団扇ONLYですよ

ｱｲｽ食べたいなぁ。

ってかかき氷

そういや、生まれる。のDVD-BOXとﾌﾞﾙｰﾚｲが９月９日だったかな

発売が決定したとか。

最近じゃ、ﾌﾞﾙｰﾚｲが当たり前のように出るように

なったんだね。

どっち買うか迷うよ。

DVDの方が大画面で観れるんだよね。

ﾌﾞﾙｰﾚｲはﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝからしか見れないから。

嵐の初ﾗｲﾌﾞはﾋﾞﾃﾞｵだったのに。（笑

時代も変わるものですね。

悩んで結局DVD-BOXを予約しました

今日、最終回だと言うのに１回しか見てないってゆーね

もう最近気持ちが沈みがちだから重たいﾄﾞﾗﾏ見るのが

辛いとゆーか

ちなみに気持ちが沈んでるのは一人暮らしの部屋を探す前に

仕事を探さなきゃならないってゆー現実と

今、家で働いてる人があたししか居なくて



家に納める額がちょっと多めで携帯が止まってるとゆー事実。

憂鬱だわ〜

あ。そういや、今日、埼玉の熊谷で３９．８度になったんだって。

まだ梅雨明け前だとゆーのに。

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
なんか最近屋内で熱中症になる人多いらしいから

熊谷とかﾔﾊﾞｲよね

あと群馬とか。

山梨もだいぶ暑いけど熊谷とか群馬に比べたら

全然可愛い方だもん。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.27 Mon 毎日毎日暑いよね。

大倉担まひるですけども。

昨日疲れて頭乾かさずに寝たら

頭がﾎﾞﾝﾊﾞってしまいました。

どんだけ疲れてたんでしょ。

最近暑いからﾊﾞﾃﾊﾞﾃなんだよなぁ。

職場は節電のため全然涼しくないし。

むしろ夜なんて外の方が涼しい時あるし。

お客さんにも全然涼しくないとか言われる始末。

それは仕方がないんじゃー。

電気もLEDに変えたし、

結構節電頑張ってるんだけどなぁ。

理解してくれよーん。

そうそう、今、ﾊﾟﾊﾟﾝが入院してるんだよねぇ。

土曜日の朝倒れて意識なくて救急車で運ばれて

今は元気だけどﾁｷﾝ野郎だからもう少し入院したいとか

言い出すし。

まぁ、あたし的には居なくて清々するんだけどね。

でもﾊﾟﾊﾟﾝもﾏﾏﾝも働いてないから入院費とか

またあたしに比重がかかってくるし。

だいたいﾀﾊﾞｺの吸い過ぎ、お酒の飲み過ぎなんだよ。

糖尿のくせに。

大嫌い。

何も書いてないけどまた帰ってきてから書きます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥



pika2.gif

↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：日記・一般
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2011.06.28 Tue ﾎﾞﾝﾔﾘ見ましょう。

大倉担まひるですけども。

昨日は暴言失礼しました。

あまり気分の良いものじゃないですよね。

すみませんでした

暑さのために頭が全く働かない福原です

しかも体もｶﾞﾀｶﾞﾀです

結局生まれる。を１回しか見ないうちに終わってしまった。

DVD-BOX発売になる前にﾎﾞﾝﾔﾘ見て行こうと思ってます。

何事もﾎﾞﾝﾔﾘが大切です

がっつり見ると精神的ﾀﾞﾒｰｼﾞを受けてしまうので

ﾎﾞﾝﾔﾘ見ることが大事です

でもきっとただﾁｬﾝの出演してるものだから

ｶﾞｯﾂﾘ見ちゃうんだろうなぁ。

たいして内容書いてないけど(´ぅ ・｀)ﾈﾑｲので寝ます。

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif
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2011.06.29 Wed 貧乏暇梨子ﾁｬﾝ。

大倉担まひるですけども。

早く眠くなった割にあんまり寝てません

２時ぐらいから起きてますけども(　´Д｀)なにか?

毎日、職探しのことを考えています。

絶対１ヶ月以上かかると思うんです。

１ヶ月以上も友達のとこに居候する自信がないんです

医療事務の資格取ってもあんまり仕事ないみたいですし。

それなら簿記とか取った方がいいらしいです。

働きながら資格取ることもできるらしいんですが

それさえも自信ないです

なんか毎日そんなことばかり考えています。

この問題が片付くまでｴｲﾄｺﾝとか行ってる場合じゃなくってよ

そうそう、まだY&Jの会費振込してないんだよなぁ。

給料出たら振り込もう。

もう最近貧乏すぎてﾔﾊﾞｲ。( ；∀；)
ﾊﾟﾊﾟﾝは入院中だし、しかも無職だし。

ﾏﾏﾝも無職だし、家で働いてるのあたしだけなんだもん

そりゃ銭子もなくなるよなぁ。

腰が痛いので何も書いてませんがまた後で〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥



pika2.gif
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JUGEMテーマ：ジャニーズ
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2011.06.30 Thu 理不尽。

大倉担まひるですけども。

やっと 復活しました。

なんで給料日が月末なんでしょ。

普通１５日とか２５日じゃない

やっぱり何かﾊﾞｲﾄでも行かないとﾀﾞﾒだなぁ。

次点って言われたやつすぐ空きが出ると思ったんだけど

意外と空きが出ないし。

何か早朝のﾊﾞｲﾄでも探そうー。

昨日はﾓﾝﾊﾝをやってて夕方ﾌﾞﾛｸﾞ更新が出来ませんでした

その後ﾄﾓｺﾚやったりFFやったりしてました。

で、お風呂上がりにﾏﾏﾝと弟がお好み焼きを食べに行くって

言ってて一緒に行こうと言われたのですが

せっかくのお風呂上がりで汗だくに

なりたくなかったので断ったのですが

ﾏﾏﾝが帰ってきてぶーぶー文句言ってて。

なんで帰ってきてあんたのご飯作らないと

ならないのって言われたんですけど

何か買ってくるから待っててって言ったのはﾏﾏﾝの方です。

ﾏﾏﾝにはよく理不尽な怒られ方をします。

おっと。仕事行く時間なんで

何も書いてませんがまた〜。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.06.30 Thu ﾏﾏﾝが捻挫。

大倉担まひるですけども。

毎日毎日暑くてへばってしまいます。

今年の夏は暑くなりそうですね。

あたし暑さに弱いんですけど大丈夫かなぁ

最近ネタ切れです。( ；∀；)
嵐は１週間のうちに２回は見るんですけど

エイトは全く見てないからです

それもどうかと思うんですけど

(((( ;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
なんか昼間は暑くて録画したやつ見るのがめんどくさいんですよね。

嵐は仕事から帰ってきて２２時から嵐ちゃんと

嵐にしやがれが始まるので見れるんですけど。

eighter失格ですよね

ちょっと頑張って休みの日に見ます

そういえば相葉ﾁｬﾝ、また肺気胸になっちゃいましたね。

確か９年前にもなってますよね。

９年前の時は確かSAXの練習とかやってた頃ですよね。

なんかすっごい心配したのを覚えてます。

今回は２回目なのでそんなに心配はしてないんですけど

でもやっぱり相葉ﾁｬﾝが居ないと寂しいですね。

肺気胸と言えば博貴もなった病気ですよね。

なんか亮ﾁｬﾝが毎日お見舞いに行ってた話を思い出します。

ｴｲﾄﾒﾝ全員でお見舞いに内緒で行こうとした話もありましたね。

懐かしいですね。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.07.01 Fri 大倉忠義さんが日々、男前になってく件。

大倉担まひるですけども。

昨日のﾀｲﾄﾙにも書いたんですけど

ﾏﾏﾝが捻挫しまして

それでﾓﾓの散歩に行けないのであたしが行くことになりまして

今朝７時前に行ったんですけどもう日差しがｼﾞﾘｼﾞﾘとしてて

暑かったです

で、ﾓﾓは散歩の躾が出来てないので

すっごいｸﾞｲｸﾞｲ引っ張るんで腕と足がパンパンになりました

これ毎日ﾏﾏﾝがやってるかと思うと大変だなぁって

思いました。

あたしもこれを機会に散歩続けたいと思います

で、今日今更ながらM誌とP誌を買ってきたんですよ。

P誌の忠義がもっそい男前で胸がｷｭｰﾝ ってなりました。

忠義も年を重ねるごとに男前度がUP しますよね

だからどんどんﾊﾏるし、抜け出せません

これはいいことなんでしょうか

どんどん婚期が遅れてる気がするのはあたしだけでしょうか

ﾔﾊﾞｲです

もう今更婚期が遅れてるとか気にするのは辞めます。

（↑気にしろって話ですけども。

そうそうあたしの崇拝してる車谷浩司さん（元AIR）がちょっと前の話ですが

新しい名前で活動を再開しました

AIRを辞めてからｶﾝﾎﾞｼﾞｱとかで音楽を教えたりした

活動をしてたんですけど

帰ってきました。

なんかｶﾝﾎﾞｼﾞｱに行った時はさすがだなぁと

更に感動しまして···｡



ちなみにもう１ｺのﾌﾞﾛｸﾞのﾀｲﾄﾙの「One Way」はAIRの曲のﾀｲﾄﾙから

取りました。

ってぐらい大好きなんです

ちなみに新しい名前は

「Laika Came Back」です。

興味ある方はﾁｪｯｸしてみてください。

すごくたくさんのｱｰﾃｨｽﾄの方が車谷さんの音楽に

影響されてますので。

そのぐらい偉大な方だと思っています。

あたしの１番好きなｱｰﾃｨｽﾄさんです

そうそう、今までエイトや忠義の載ってる雑誌はほぼ全買いしてたんですけど

ヲタ誌とPOPEYEとあとは厳選して買うことに決めました。

置く場所がないですし、月に２万ぐらい雑誌につぎ込んでるんですね。

それももったいないなぁと思いまして。

そしたら雑誌のお金が他のことに回せるし。

そりゃ忠義の載ってるすべての雑誌が欲しいですよ。

どんな小さな記事でも。

でも吟味して買わないと続かないですもん。

そんなわけでこれからは立ち読みが増えるかと思いますが

本屋さん、よろしくお願いします

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥

pika2.gif

http://blog.en-tame.com/j/ranklink.cgi?id=tdys0516
http://blog.with2.net/link.php?820833
http://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=87875#ref=vote


↑Webﾊﾟﾁもよろぴこ〜。

JUGEMテーマ：関ジャニ∞

JUGEMテーマ：大倉忠義

JUGEMテーマ：好きなJ-pop

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://webclap.simplecgi.com/clap.php?id=tdys0516
http://jugem.jp/theme/c79/501/
http://jugem.jp/theme/c79/1132/
http://jugem.jp/theme/c59/1799/
http://jugem.jp/theme/c79/25/


2011.07.04 Mon 足腰ﾊﾟﾝﾊﾟﾝ

大倉担まひるですけども。

昨日なんて疲れ過ぎて吐き気がしたので

帰ってきてすぐ寝てしまいました

おかげで今日は快適に目覚めたぜ

あんなに疲れたのって寝ないでｻﾏｽﾍﾟ観に大阪ふらついてた時

以来だわ。

やっぱ夏に寝ないでとかよくないわ〜。（笑

ちなみに一昨日はしっかり寝てたんだけど

昨日、もっそい暑い中での残業をしまして。

それでｸﾞｯﾀﾘしてしまったわけです。

しかも休憩時間しか座れないし、

足腰ﾊﾟﾝﾊﾟﾝでした。

まぁ、今日筋肉痛なんですけどねぇ。（笑

足がﾊﾟﾝﾊﾟﾝで座ってられないので短いですけど

ほなおつー。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.07.05 Tue 不安いっぱい。

大倉担まひるですけども。

やっと明日休みだぁー。

でも明日 だからゆっくりも

出来ないんだけどね

なんか毎日ﾏﾏﾝと論議してる。

あたしの今後について。

病気抱えてﾎﾝﾄに１人でやっていけるのかとか

仕事が見つかるまでどうするのかとか。

あたしの人生にやり直しなんてないわけで。

でもやってみないと何もわからないわけで。

悩むよねぇ。

確かに東京に住んでた時期とかあるけど

家があってまだ学生で親の傘の下に居たわけだけど

いざ１人暮らしとなるとﾎﾝﾄ初めてで。

しかも学生じゃなくて。

不安だらけなのは確かです。

一から出直しなわけですから。

しかも病気を抱えて。

考えると毎日憂鬱です

そんなわけで最近元気が出ないんですよねぇ

悩み過ぎて白髪がﾁﾗﾎﾗと···｡

乙女じゃねぇー

今住んでる家を売ったら自分の荷物をどこかに

預けないとならないし、

それもお金がかかるし、

悩みは尽きません



今の家に住んでいられるならなんの問題もないんですけどねぇ。

それはそれで両親は困るみたいですけど。

気持ちが忠義に向かないよー

もう末期ですか

ずっと忠義のことばっか考えて自由に暮らせたら

どんなにﾗｸなんだろう。

でも東京で一人暮らしが出来るようになったら

今までより忠義のために生きることが出来るかなぁとも

思います。

だからそれまでは少し封印してる時あるかも

しれないけど準備段階だと思って

広い心で応援してください。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.07.06 Wed ﾋﾅﾃｨﾌﾞに生きられないあたし。

大倉担まひるですけども。

最近めっきり大倉さんから離れている福原です

毎日憂鬱に過ごしておます

憂鬱な理由は下のｴﾝﾄﾘｰに書いてある通りです。

全然前向きじゃないってゆーね

ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞだからなんとかなるさとか思えないわけよ。

あぁ。ﾋﾅﾃｨﾌﾞに生きてぇー。

もうだって半年先自分がどうやって暮らしているとか

全然わからないんですもん。

そりゃ不安よねぇ。

ﾎﾝﾄﾗｲﾌﾞどころじゃないってゆーね

今年ﾗｲﾌﾞがあってもたぶんあたしは行けないだろうなぁ。

あてくし人生初の住所不定ですよ

痛いなぁ。３０目前にして住所不定。（笑

東京に親戚とか居るんだけど

もう全然親が連絡取ってなくて今更居候とか頼める感じじゃなくて。

もう憂鬱になるだけなのでこの話辞めます。

ってかｴｲﾄのｼﾝｸﾞﾙの特典のFLASH画もらうの忘れたんですけど

あと３枚のｼﾝｸﾞﾙの合同ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの特典は７月上旬〜って書いてあるけど

もうもらえるんだろうか

ｻｲﾄに接続したんだけどまだみたい。

テイチクさんｱﾊﾞｳﾄ過ぎるんですけど

なんか中旬までって書いてあったから毎日ﾁｪｯｸしないと

ならないじゃーん。

はっきりいつからいつまでって書いてくれないと

すっごいめんどくさい。

もうだって今日６日だよ。

と最近愚痴の多いまひるたそですが(　´Д｀)なにか?



なんかだって全然ﾋﾅﾃｨﾌﾞに生きられないんですもん

日々、どんどん追い詰められてくんですもん。

ため息も出ちゃうよなぁ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.07.08 Fri ﾊﾟｰﾏあてました???

大倉担まひるですけども。

せっかくのお休みなので早起きしてみました。

ってまだ深夜３時ですけども。（笑

まぁ、書いてるうちに朝になるかなぁと。（←呑気ﾁｬﾝ。

あ。そういえばｼﾝｸﾞﾙの合同企画のFLASH画のやつ

７月１５日〜３１日って決まりましたね。

今度は忘れないようにDLしたいと思います。

なんかiPhone１つに絞ろうかなぁと思ってるんですけど

FLASH画とか対応してないじゃないですか

そうするとやっぱ普通の も必要かなぁとも思います。

でもﾄﾞｺﾓの新しい って四分の三が

ｽﾏﾎだって聞くし、ｽﾏﾎの２台持ちするつもりはないし、

どうなんですかねぇ。

あ。昨日たまたま休憩時間にﾜﾝｾｸﾞでﾋﾙﾅﾝﾃﾞｽ！を見てたら

２４時間ﾃﾚﾋﾞの記者会見終わりのｴｲﾄが映ってたんですけど

忠義さん、ﾊﾟｰﾏあてました

なんかﾁﾗっとしか映らなかったので確認が出来なかったんですけど

あたしの苦手なﾊﾟｰﾏﾁｬﾝ

ｽﾄﾚｰﾄの方が可愛いよー

役作りだったら我慢するけど何もなくてﾊﾟｰﾏﾁｬﾝだったら

いやですわ〜。

雑誌もﾁｪｯｸしてないから何もわからないｻﾞﾏｽよ。

なんか雑誌買わなくなったらﾁｪｯｸもしなくなってしまった

買わない分ﾁｪｯｸはしないとなぁ。

なんか忠義がどのﾊﾞｯﾁをつけてるかﾁｪｯｸしたかったんですけどねぇ。

ちなみにまだTｼｬﾂもﾊﾞｯﾁも買ってないです

早く買わないとなぁ。



そういえばさっき地震があった。

この間も長野で震度５の地震があったし、

ちょっと怖いです

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.07.08 Fri 発売決定ﾗｯｼｭ。

大倉担まひるですけども。

腰が痛ーい

そんな中でﾌﾞﾛｸﾞ書いてますけども何か

忠義とヒナﾁｬﾝが声優を務めた映画

「映画　クレヨンしんちゃん　黄金のｽﾊﾟｲ大作戦」が

１１月２５日にDVDで発売します

実は観てないので今からすごく楽しみなんですけども。

つーかなんで観てないの と我ながら

びっくりなんですけど

たぶん忙しかったんだと思うんだけど

なんかたちょらー失格

いつもなら断然飛びつくんだけどねー。

ﾎﾝﾄたちょとヒナﾁｬﾝに申し訳ない気持ちで

いっぱいです

そんなわけで予約はしてみたものの実際発売日に

どこに住んでて何してるのかとか全然わからないわけで。

大丈夫か あたし。

で、亮ﾁｬﾝのﾄﾞﾗﾏ「全開ｶﾞｰﾙ」のｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾃｰﾏにエイトの新曲

「ツブサニコイ」が決定しまして

発売日も８月１７日と２４時間ﾃﾚﾋﾞのちょい前で

エイト三昧になること確実

で、つぶさにの意味が曖昧だったので辞書で調べたら

もれなくと載っていたので「もれなく来い」って言う意味なのかな

あといくつか意味が載ってたんだけどどれも違う感じだったので

もれなくで解釈しちゃいましたけど。

あとは「細かく」とか「詳しく」とか「ことごとく」とかかな。

でももれなくを辞書で調べたら「ことごとく」ってあった。（笑



日本語って難しい〜。

ｼｬﾜｰしてきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.07.10 Sun トラストいかねぇが昨日から始まりましたね。

大倉担まひるですけども。

昨日から章大主演の舞台「トラストいかねぇ」が始まってますね。

いろんな物をたくさん吸収して更に安田ﾜｰﾙﾄﾞを

築き上げて欲しいなって思います。

とりあえず暑いので夏バテせず怪我もなく

楽日を迎えられますように。

明日たぶんﾊﾟｿｺﾝを修理に出します。

なのでﾊﾟｿｺﾝが使えなくなります。

また使えるようになったらお知らせします。

足がﾊﾟﾝﾊﾟﾝで痛いので何も書いてないですけど

寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.07.12 Tue ﾋﾞｼﾞｮﾝ。

大倉担まひるですけども。

一昨日の夜に東京の友達に転職のことについて

相談にのってもらってすっきりした。

なんか仕事が見つからないってゆー不安は

拭えなかったけどでもいろいろｱﾄﾞﾊﾞｲｽもらって

良かった。

厳しくいろいろ言ってもらって

どれだけ自分が無謀なこと言ってたのかとか

よーくわかったし。

それでも意思は変わらないけど。

なんかむしろ俄然やる気が出た。（笑

少し自分なりにﾋﾞｼﾞｮﾝがみえたしね。

えぇ。今日はﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝから更新しています。

ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝは仕事で使ってるのでしょっちゅうﾌﾞﾛｸﾞ更新に

使えるわけじゃないんだけど

使える時はなるべく使ってﾌﾞﾛｸﾞ更新しますね。

そういや、亮ﾁｬﾝの新しいCM始まったよね

７UPだっけ

よく見るけどたぶんｹﾞｯﾄは出来てないと思う。

しかも昨日、全開ｶﾞｰﾙちょっとだけ見れたんだけど

途中で爆睡しちゃって最後まで見れなかった

そう考えたら一昨日の夜２時から朝５時まで

友達と話してたから眠かったんだよね。

寝てなかったわけじゃないのよね。

２３時から２時までは寝てたから。

たまたま目が覚めたら１時半頃友達からﾒｰﾙが入ってたからね。

それで深夜の対談となったわけで。（笑

で、対談終わってその後寝ずに仕事行ったからね。



(´ぅ ・｀)ﾈﾑｲはずだわ〜。

なんかあっちゃん版のｲｹﾊﾟﾗ見逃しました

なんかﾎﾝﾄは前回の配役が好きだったので

放送して欲しくなかったんだけど

ﾄﾞﾗﾏ自体は面白いので見たいです

でもやっぱり中津は斗真だよなぁ。

あ。先日書きました「ツブサニコイ」なんですけど

たぶん「もれなく来い」ではなく「もれなく恋」ですよね。

そういや、爆睡しちゃったから「ツブサニコイ」を聴き逃したぁー

ｼｬﾜｰしてきます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.07.15 Fri 携帯から。

こんにちわんつー。

大倉担まひるですけども。

携帯から更新してます。

毎日暑いですね。

あ。今日から日本版のイケメンですねが始まりますね。

もっそい楽しみなんですけど。

滝本さん可愛いですね。

コ・ミナム役がぴったりです。たぶんドラマ人気出ますね。

ジャニの3人も人気上がると思います。(^∇^)
あたしはリアではたぶん見れないと思いますけど

ぼちぼち見たいと思います。

やっぱり本家イケメンですねファンとしては

不安だったわけですよ。

でも今日昼間の番宣見たらいやぁ、こりゃ当たるなと思ったわけで。

楽しみです。

なんか書くこと浮かばないや。

短いけどほなおつー。

JUGEMテーマ：ジャニーズ

http://jugem.jp/theme/c79/25/


2011.07.20 Wed 消えた。

こんにちわんつー。

大倉担まひるですけども。

すまねぇ。

パソコンないと更新する気力が半減。(;_;)
しかもさっき長文で書いたら消えました。(;_;)
そんなわけで更にやる気半減。

でもパソコンないと暇人だねぇ。(;_;)(笑)
せっかく今日なんて涼しくて扇風機さえ休日なので

パソコン日和じゃないですか。

漫喫に行こうかと思ったんだけど台風の影響で雨が

いつ降ってくるのかも

わからないので携帯からパチポチやってます。(;_;)

あ。そういや、24時間テレビのドラマにエイトメンが揃うってマジですか？

楽しみですね〜。

もう休み申請しましたよ〜。

店長に「チャン・グンソク？関ジャニ∞？」って聞かれたので

24時間テレビです！って答えましたけども。(笑)
即、納得して頂けました。

まぁ、結局は関ジャニ∞なんですけどね。(笑)

そういや、あたしの周り、チャン・グンソク好きが5人ぐらい

いるんですけど日本版のイケメンですねが評判いまいちで。

あたしはまだ見てないのでなんとも言えないんですけど。

あたし的にはもっと評判良いかと思ったんだけど。

この先どう変わっていくのか楽しみですね。



2011.07.22 Fri 朝から漫喫。

大倉担まひるですけども。

今日は朝から漫喫にきております。

やっぱあてくしは 無しじゃ生きていけねぇぜ。

といざ漫喫に来たものの書く内容が浮かばないってゆーね

非常に残念なあたし

なんか最近エイト離れが激しいんだよー

雑誌もほとんど買わなくなったし、

もあんまり見ないし。

なんかこれでいいの とちょっと思ったりする。

たぶん今までは１年に１回しか逢えなくても我慢できたのね。

でもなんか今は早く逢いたい。

たぶん将来の不安とかもあって忠義に逢って不安を

取り除きたいのかもしれない。

でも結局生活が安定しないと忠義には逢えないんだよね

なんか悪循環

東京に出て仕事どうしようとかすっごい不安だし。

友達の言うように今のように経験のある接客の仕事を

探した方が有利って意見もわかるんだけど

それだと安月給だし、ﾎﾞｰﾅｽもないし。

とても生活していけそうにないの。

実家なのに今でもﾋｰﾋｰ言ってるからね （笑

頑張って仕事探して働かないとなぁ。

なんか最近こんな話ばっかりだね。

ちょっとはﾋﾅﾃｨﾌﾞ思考にならないとﾔﾊﾞｲよね。

最近ずっとﾈｶﾞﾃｨﾌﾞだから。



なんかしかもうちの土地を買ってくれると言っている会社が

全然はっきりした答えをくれなくて

いつ出ていかなくちゃならないのかとか

土地を買ってくれないでそのままなのか

全然わからないから不安。

なんかあたし的には今のままでﾊﾟﾊﾟﾝとﾏﾏﾝが働いてくれたら

それでいいんだけどなぁ。

そう、まだﾊﾟﾊﾟﾝもﾏﾏﾝも仕事してないから

あたしの生活も苦しくて。

また携帯止まってるし

切ねぇ。

でも東京で一人暮らししてって気持ちも拭えないのも事実。

土地を買ってもらえたら

もちろん東京で一人暮らしを考えてるけどねぇ。

で、もう少し堅実に生きたいと思う。（笑

で、もう少しただﾁｬﾝを大事にしたいと思う。

今すごく大雑把になってる部分があってﾀﾞﾒだなぁと思うわけで。

ﾚﾝｼﾞｬｰを３週間ぐらい放置してたり、

やﾗｼﾞｵも出来るだけ

ﾁｪｯｸしたいと思うし。

なんか心機一転したいとゆーか。

東京に出たらもう少しﾗｲﾌﾞも行きたいと思うし、

ﾗｲﾌﾞでしか逢えなかったｦ友達とも普通に遊びたいなぁって思うし。

空（＠章大）とあんまり逢えなくなるのは寂しいけど。

とりあえず土地を買ってくれるのかどうなのか

はっきりして欲しい。

すっごいﾘｱﾙな話でｽﾏｿ。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.07.29 Fri パソコン復活。

大倉担まひるですけども。

珍しく遅くまで起きてます

で、この時間にﾌﾞﾛｸﾞを書くのが久々だし、

ﾌﾞﾛｸﾞ書くのも１週間ぶりですね。

復活しました。

そうそう、古いパソコンを処分したんですよ。

メーカーに引き取ってもらうと５０００円かかるんですけど

地元のリサイクルショップに引き取ってもらったので

ただで古いパソコン２台処分してもらいました。

１台はまだ動くんでもったいないと思ったんですけど

もう１台は完全に壊れてたのでただで助かりました。

元はママンが使わない物は処分しようと発言したことに

始まり、あたしは古いＴＶとパソコンを処分しました。

普通ならお金を取られるところですが

ただです。（笑

パソコン使えない間、もっそい退屈しました。

あたしはやっかしパソコンがないとダメですね。

休みの日の時間のつぶし方がわからない。

いや、エイトのＤＶＤとか観ればいいんですけどねぇ。

なんかそれはめんどくさいんですよね。（笑

なんででしょうね。

黙ってじっとしていられないからでしょうか。

昔はよくヲタビ鑑賞とかしたんですけどねぇ。

最近はめっきり。

古いＤＶＤは今でも観るんですけど。

Ｅｘｃｉｔｅ！！とか。

しかもマルチアングル専門です。（笑



マルチアングルばっかりリピリピします。

どんだけ忠義が好きなんでしょ。

どＭなのでドラムを叩いてる忠義の不満そうな顔が

今では観ることが出来ないので萌え♥っと

してしまうみたいです。

（↑重傷。

なんかこの先のビジョンが全く見えなくなってしまいました。

何してどこで暮らしていくのかとか全くわかりません。

土地を売ったお金が部屋借りる分ぐらいは入ってくると期待してたんですけど

借金返して終わりのようです。

どうしていいのかさっぱりわかりません。

ママンもこの先どうしていいのかわからないようで

２人して途方に暮れてます。

パパンの勝手ぶりにイラっとしています。

つーか借金返すのも当然だと思いますが

部屋借りるぐらいは残してくれないと

あたし、仕事見つけられないよー。

そんな働きながら資格も取れて社宅もある事務の仕事なんて

あるわけがない。

仕事見つかったらすぐ部屋借りようと思ってたのに。

仕事みつかるまでの貯えも必要だし。

まぁ、パパンに期待したあたしがバカだったのかも。

自分のことしか考えない人だからね。

家族のことなんて考えてくれたこと１度もない人だから。

だから大嫌い。

だから家族から頼りにされることも慕われることも

ない人。

寂しい人だね。

あ。また愚痴ってしまった。

最近愚痴が多いよねー。（笑

ホントすみません。

まぁ、暗い話しても仕方がないんで

違う話しましょう。



何書いていいのかわからないけど。（笑

最近ホントにエイトメン観てないんだよねー。

かろうじて見たのがＴＯＲＥのヒナﾁｬﾝ。

しかも終わる頃見たからしずるの村上さんとの村上対決部分だけ。

いやぁ、でもしずるの村上さん好きとしては

嬉しい対決だったなぁ。

ヒナチャン負けちゃったけどね。（涙

残念。

そのぐらいしか見てないんだよなぁ。

今日は久々に仕分け∞でも見ようかなぁと思ってます。

もうどのぐらい見てないんだろう。

だいぶ撮りっぱになってますよー。

∞ＭＡＰもそう。

もう全然見てない。

エイト離れも甚だしいですよね？

でもエイトのＣＤは毎日聴いてます♥

ﾃﾍ(ﾉ∀｀)

アレルギーで目がかゆいです。(ノд・。) ｸﾞｽﾝ
しかも右目限定。（笑

左目はなんともないんだよねぇ。

あとで目薬をさそう。

アレルギーなんて久々。

ここ１週間ぐらいずっと右目がかゆいんだもん。

最悪だ。

そうそう、以前はあたし、城田優って苦手だったのね。

でも最近かっこよく見えるんです。(笑
これで赤西軍団に入れますか？(笑
ちなみに城田優はスーツ姿とかバーテンの格好をしてる時が

１番萌えます。(笑
（↑ドラマの見過ぎです。



ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.07.30 Sat 米食ってなんぼ。

大倉担まひるですけども。

今朝ﾌﾞﾛｸﾞ書こうと思って起きたんだけど

眠すぎて３度寝しちゃった。

やっぱりいつも早寝だからかなぁ。

あ。ハイチュウの新しいＣＭ、ｻｲﾄで見たけど

面白かった

ｸﾞｯｽﾞ応募もまたあるみたいだし、

今度こそ当てたいなぁと。

頑張ろう。

ＣＭも確保しないとなぁ。

最近お雑誌もﾁｪｯｸしてないから

なんか忠義からもっそい離れてる気がする。

前はそれでも雑誌を買っていたのでそんなに

忠義から離れてる気はしなかったんだけどね。

あたしもeighter末期かしら

あ。そういえば空（＠章大）が２３日にトラスト観に行ってきたみたいで。

良かったって言ってた。

しかも髪形がキノコ卒業してたじゃない

だから余計に良かったっぽくて。(笑

なんか最近安田氏の髪形遍歴がすごいよね

ちょっと見ないとすぐ変わってる。

まぁ、忠義も今はふんわりﾊﾟｰﾏがかかってますけども。

まだまともに見たことないけど。(笑

やっぱりお雑誌はﾁｪｯｸした方がいいですか

なんか今までたんまりと買ってた本屋で立ち読み目当てで

行くのが恥ずかしくて



しばらく違う本屋で立ち読みして期間置いた方がいいかもなぁ。

なんかそういや、ﾚﾝｼﾞｬｰで忠義がお味噌汁の話してたけど

ﾀﾞｲｴｯﾄでお米抜く時があるって書いてあったの見て

大倉忠義、米食ってなんぼやろー

って思ってしまった。

お米抜いてるただﾁｬﾝなんてﾎﾝﾄのただﾁｬﾝじゃない

ちなみにあたしはわかめとお豆腐の味噌汁が１番好きである。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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2011.07.31 Sun ねむーい。

大倉担まひるですけども。

昨日頑張ってｽﾊﾞﾗｼﾞまで起きていようと思ったんだけど

眠すぎて撃沈

毎回こんなんですみません

久々の日曜日早番です。

早番は朝大変だけどその分早く帰ってこれるので

好きです

早く帰ってきてゆっくり出来るので。

でも帰ってきてﾌﾞﾛｸﾞ書いてお風呂入ってご飯食べたら

おやすみﾀｲﾑですけどね。(笑
なのでそんなにゆっくり出来るわけでもないかー。(笑
結局早く帰ってきた分早く寝ちゃうので。(笑

なんか気持ちに余裕がなくて

ｴｲﾄｺﾞﾄまで頭が回らないです

こんなんじゃﾀﾞﾒだなぁとは思うんですけど

悩み過ぎて頭が禿げそうです

そのぐらい毎日が不安です。

にきびも治らないし、いいことないなぁ。

もう今、乙女力０ですよ

ﾀﾞﾒ人間勃発中

昨日から喉が痛くて

風邪でもひくのかなぁ。

ちょっとﾄﾞｷﾄﾞｷなんですけども。

あたし、結構の確率で夏風邪ひくんで。（笑

冬はあんまりひかないんだけど夏はたぶん毎年ひいてるかなぁ。



ﾀﾞﾒ人間だよね

ご飯食べてお風呂入ったら眠くなってきちゃった

何も書いてないけど寝ます。

ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞに参加しています。

１日１ﾎﾟﾁお願いします♥
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