


梅。

ツッキーの住む街では、梅が咲き始めたクマ。
意味もなくわくわくしてしまうクマ。
不思議な季節クマ…。

【今日のメモメモ】
こんなにかわいいお花の実が、
あんなにスッパイ梅干しになるなんて、絶対おかしいクマ。



花粉。（怒）

花粉は、キライクマ。
花粉っていうのは、きっとハチミツの友達クマ。
（ハチミツもキライクマ！）
見えない敵クマ。

【今日のメモメモ】
よい花粉対策があったら教えてほしいクマ。
切実…クマ……。



映画。

日本映画が、アカデミー賞をとったクマ〜！
日本生まれのツッキーとして、誇りに思うクマ！

【今日のメモメモ】
ツッキーは、映画館に入ると、すぐ寝てしまうクマ。
暗いのがいけないクマ〜？



夢。

ツッキーは、影響受けやすいタイプクマ。
今のツッキーの夢は、
この間見た、映画の主人公みたいになりたいクマ。
（寝ちゃったけどパンフレット買ったクマ。）

【今日のメモメモ】
映画の主人公みたいになるには、俳優になるといいらしいクマ。
（インターネットで調べたクマ。）
さっそくオーディションに申し込んでみたクマ。



ひなまつり。

今日は、ひなまつりクマ。
女の子のお祝いだから、ツキコちゃんウキウキクマ。
おひなさまごっこが終わったら、
ひなあられが食べれるからがんばるクマ。

【今日のメモメモ】
男の子のお祝いの日（こどもの日）は祝日なのに、
女の子のお祝いの日（ひな祭り）は祝日じゃないのはなんでクマ…？



オーディション…。

今日は、オーディションだったクマ。
歌っている最中に…バツをだされたクマ…。
審査員を見たことがあるような気がしたのは、
きっと気のせいクマ。

【今日のメモメモ】
夢をあきらめちゃいけないクマ。
わかってるけど、やっぱり落ち込むクマ…。



ホワイトデー。

今日はホワイトデークマ。
ツキコちゃんにマシュマロをつくるクマ。
シェフになった気分クマ〜。

【今日のメモメモ】
逆チョコが流行ったのに、
逆マシュ（略してみたクマ）が流行らないのはおかしいクマ。



宇宙に行きたいクマ。

日本人宇宙飛行士が、宇宙ステーションに行くクマ。
かっけークマ。
やっぱり宇宙飛行士になりたいクマ。
気の利いたコメントを考えることからはじめるクマ。

【今日のメモメモ】
やっぱりー、ちきゅうはー………
の後を募集中クマ…（かっこいいのがいいクマ）
…………参考にするだけクマ！！！！！



上クマーーー。

宇宙飛行士か俳優（アイドル可）になるために勉強してるクマ。
今日は宇宙飛行士の勉強をしたクマ。
「こくさいうちゅうすてーしょん」っていうのは、
上のほうに440キロいったらあるクマ。
計算してみたら東京から大阪くらいの距離らしいクマ。
意外と近いクマね。

【今日のメモメモ】
ちなみに〜3/18は計算機が初めて発表された日クマ。
（これ豆知識クマ。）



花より…。

3連休、みんな何をしてすごしてるクマ？
ツッキーの住んでいるところではもう桜が咲いたクマ。
お花見の季節だクマ！
でも〜〜ツッキーは〜〜花より〜〜鮭（団子とかも可）だクマー！

【今日のメモメモ】
食べてるときのあなたが素敵ってよく言われるクマ。



卒業。

卒業式の季節クマ・・・
涙が止まらないクマ・・・
もしかしたら花粉症のせいクマ？
目がかゆかゆクマ・・・
へっくしょいクマー！

【今日のメモメモ】
卒業生のみなさん、卒業おめでとうクマ〜。
ツッキーもぐうたら生活から卒業するクマ〜。



500円札の日。

4/2は500円札が初登場した日クマ。
今となっては、500円硬貨しか見ないクマね〜。
せっかくなので、今日はワンコインランチしてきたクマ。
500円札時代にはなかったクマね…
500円硬貨さんありがとうクマ…

【今日のメモメモ】
ワンコインランチで何を食べたかって？クマ？
おさかな定食クマーン！



北極の日クマッ。

4/6は、、世界で初めて北極点に到達した日クマ〜！
北極点っていうのはー、北緯90°クマ！
シロクマさんお元気ですか〜〜〜〜！

【今日のメモメモ】
シロクマさんとツッキーの違いは〜
色と月のマーククマ？



オーロラ。

北極にいったついでに、オーロラを見てきたクマ。
オーロラは、レイリーっていう単位で表現するらしいクマ。
しろくまさんが教えてくれたクマ。
ツキコちゃんにも見せてあげたかったクマ…。

【今日のメモメモ】
日本ではオーロラが見られないから
日本に帰ったらツキコちゃんにカーテンで実演してあげるクマ。



新入生。

今週は入学式をいっぱい見かけたクマ。
ツキコちゃんが、「学ランとスーツは萌え要素」
って独り言を言ってたから、さっそく学ランをこしらえたクマ。

【今日のメモメモ】
ツキコちゃん用にセーラー服も作ったクマ。
学校ごっこして遊びたいクマ。



ゴールデンウィーク目前クマ！

そろそろ大型連休クマね。
みんなは何するクマ？
ツッキーは、ツキコちゃんを誘って、「しおひがり」に
行こうと思ってるクマ。
あわよくばビーチバレーをしようと思ってるクマよ。
楽しみクマ〜

【今日のメモメモ】
ツキコちゃんを誘い出すためのセリフを考え中クマ。
やっぱりスマートに、「ほりほりしようクマ。」
がいいか悩むクマ〜。



あさりの模様。

お久しぶりクマ〜！
ツッキーはゴールデンウィークに、「しおひがり」に行ってから
すっかりアサリのとりこクマ。

アサリの模様がいろいろあるのは、「いでんし」のちがいらしいクマ。
世界に一つだけのアサリ…クマ。

【今日のメモメモ】
ツキコちゃんがピンクで、ツッキーが青いのも
きっと「いでんし」のちがいクマ。



エケコ人形クマ。

おひさしぶりっくまー！
アンデスの山奥に修行にいってたクマ。
修行のおかげでな立派なエケコ人形になってかえってきたクマよ。

アンデスからあるいて帰ってきたもんだから、



キュウリ。

今日はアウトレットモールで机を買ったクマ。 
でも、椅子を買うのを忘れたクマ。 
しかも、友達とはぐれて一人で帰ってきたクマ・・・。

【今日のメモメモ】
キュウリみたいな色の友達を見ていたら思い出したクマ。
キュウリのアクは、
ヘタを使って取ることができるクマ。 



ラジオ体操。

今日は、朝ラジオ体操第３をやったクマ
でも、がんばりすぎて、体が元に戻らなくなりそうだったクマ
びっくりしたクマ…

 【今日のメモメモ】 
朝、運動すると、なんだか1日調子いいクマ。
みんなもやってみるクマ。



みずもしたたる…クマ。

梅雨入りしたクマ。
雨はそんなに嫌いじゃないクマ。なぜかってクマ？
みずもしたたるいい男クマ。
今日は雨がふってないから、
シャワーで全身をぬらしてからツキコちゃんに会いにいくクマ。

【今日のメモメモ】
この季節、かびとか〜食中毒とかに注意するクマよー。
ツッキーもこの時期だけは拾い食いはしないクマ。



じめじめも悪くないクマね。

久しぶりにいえにかえったら、
部屋にきのこがいっぱい生えていたクマ。
食料にしようと思うクマ！
このまま部屋で栽培しようか悩むクマ…

【今日のメモメモ】
どうやって食べるか悩んだ時は
バター炒めクマよ〜



毎月23日は〜。

毎月23日は天ぷらの日らしいクマよ〜。
というわけでー、今日は大好きな
「海老のてんぷら風」で登場クマ〜！
間違って食べられないように顔だけ出してみたクマ。

【今日のメモメモ】
天ぷらを揚げる時、衣にビールを入れると
さっくさくになるクマよ。



好きなタイプは…。

ハァハァ…クマ…。
からだじゅうが痛い…クマ…。
ちゃんと、顔を出して「てんぷら」のマネしてたのに…クマ…。
食われるところだったクマ…。

【今日のメモメモ】
好きなタイプは、おいしそうに
いっぱい食べる女の子クマ。
だから…ツキコちゃんの事、嫌いになったりしないクマ…。



あじさいクマ。

いかがお過ごしクマ？
今日はツッキーの住むところは雨クマ。
ちょいと散歩してみたら、あじさいが咲いていたクマ。
きれいクマね〜。雨でも楽しみがいっぱいあるクマ。

【今日のメモメモ】
あじさいの花言葉は、「移り気」らしいクマ。
あきっぽいツッキーには耳が痛いクマ〜。



ないす〜。

きょうは７月１３日で、ナイスの日らしいクマ〜
そんな〜ってれるクマ〜
なんだかナイスっていうだけでいい日クマね

【今日のメモメモ】
「す」がなんで３かというとー
「スリー」の「ス」なんだクマ！



飽きただけクマ。

ゲームは飽きたクマ。
エンディングの予想もついたクマ。
さみしくないクマ。強がりじゃないクマ。

【今日のメモメモ】
ぼくはそんなにとろいのか…クマ…？
ツキコちゃん…夕べ寝てないクマ…



おもちゃー。

おもちゃショーにいくクマ。
おもちゃは世界を救うクマ。
いつかツッキーのおもちゃもつくりたいクマ。

【今日のメモメモ】
いまの流行りは、クッキングトイっていう
本格的なお料理ができるおもちゃらしいクマ



海の日。

こんにちわクマ。
今日は海の日だぜクマ。
さっそく海でおれの技を見せ付けてきてやるぜクマ。
こんがり焼けてるおれもかっこいいぜクマ。

【今日のメモメモ】
ツキコちゃんがゲームばっかりしてて
一緒に海に来られなかったのが惜しまれるクマ。



初脱皮。

今年初の脱皮クマ。
たぶん日本で一番乗りクマ。
ふつーのクマ色になるかと期待してたのに
なんだか期待はずれクマ。

【今日のメモメモ】
ツキコちゃんがあっち側から帰ってこないクマ。



エコエコクマー。

今日は休暇クマ。
とりあえず今の様子だけ載せておくクマ。

【今日のメモメモ】
たれツッキークマ。



劇画の日。

7/24は「劇画の日」らしいクマ。
劇画タッチで登場してみたクマ。

【今日のメモメモ】
オレの後ろに立つな。
命が惜しければ…クマ…



ツッキーのなつやすみ。

じめじめ蒸し暑い中、
お仕事中のみなさん＆夏休みのみなさんこんにちわクマ。
食欲不振に陥っている胃腸の弱い人々にアドバイスをおくるクマ。
ごはんが食べられないならスイカを食べればいいじゃないクマッ＾ω＾ｂ

【今日のメモメモ】
スイカを半分に切ってスプーンでほじくって
むしゃむしゃむさぼるのが好きクマッ＾ω＾ｂ



やけジャケ。

今日はやけジャケクマ。
ツキコちゃんをランチに誘ったけど断られたクマ！！！！！！！！！
ランチは近くのシャケ専門店ですませたクマ。

【今日のメモメモ】
シャケは、やさぐれた心をおだやかにしてくれるクマ…



8月になったクマ！

もう8月クマ！はやいクマ！
8になってみたクマ！
福岡はまだ梅雨明けしてないクマ！

【今日のメモメモ】
8月といえばきもだめし。きもだめしといえば
おばけクマね。



海の家クマ。

今日は火曜日だから海にきたクマ。
かわいこちゃんがいっぱいクマ。

【今日のメモメモ】
かき氷は夏の必須アイテムクマ。
これがあれば、ありとあらゆることが
十中八九うまくいクマ。



踊り出すクマ。

お友達に作業用ＢＧＭって言うのをもらったクマ。
体が勝手に動き出したクマ。
ダンスフロアーはおれのものだぜクマ。

【今日のメモメモ】
今日はいい天気クマ。



スカート男子。

ちまたでは、スカート男子がはやってるらしいクマ。
おしゃれ気取ってカフェデビューするクマ。

【今日のメモメモ】
ツキコちゃんを誘いたいけど
この間のランチを断られてからトラウマクマ。



帰省クマ。

こんにちわ。ツッキークマ。
ツッキーは、流行に敏感なタイプだから
みんなよりひとあし先にふるさとに帰省するクマ。

【今日のメモメモ】
渋滞がこわいから歩いて帰るクマ。



でんぐりがえしクマ！

きのう、でんぐりがえしの記録をつくったクマ。
今日はもっと早くできるようになるクマ。
でんぐりがえしなんか簡単クマ。

【今日のメモメモ】
９秒５８を超えるクマ。
きのうの自分はきょうのライバルクマ。（いいこと言ったクマ）



森ガール。

ツキコちゃんが、自分は森ガールだって言いだしたクマ。
森ガールっていうのは、森にいそうな女の子らしいクマ。
まぁ…クマだし、森で生活してるけど、なんか違うクマ。

【今日のメモメモ】
それ森ガールじゃないよって言えないクマ。
ひっかきまわされるどころの騒ぎじゃないクマ。



断食…？クマ…。

ツキコ：ラマダンね…
ツッキー：そうクマね…

ツッキー：あいつは〜…本当にいいヤツクマね…
ツキコ：…………

【今日のメモメモ】
ラマダンっていうのは断食月の事らしいクマ。
一か月も断食するらしいクマ。



海女さんになるクマ。

かわいすぎる海女さんがいると聞いて泳いできたクマ。
どうやら東北の方にいるらしいクマ。
ちょっといってくるクマ。

【今日のメモメモ】
ちょっと見てくるだけクマ。
泳ぎきってみせるクマ。



殺気を感じるクマ。

ずいぶん泳いだクマ…。
なんだか殺気を感じるクマ…。
何か近づいてくるクマ…。

【今日のメモメモ】
夢でありますように…クマ…。



夏の終わり…。

夏の…終りクマ…。
海ってしょっぱいクマね…。

【今日のメモメモ】
こんな時でも…やさしくブレーキを踏んでくれる
ツキコちゃんが一番クマ…



プゴクでつるつるクマ。

ちょっとここ何日か、ストレスフルだったクマ…。
お肌とか、毛並みがアレだから
話題のプゴクを作ってみたクマよ。
秋に向けて毛並みふさふさにするクマ。

【今日のメモメモ】
プゴクは韓国のお肌にいいスープクマよ。
ふっさふっさでつるっつるクマ。



民放テレビスタートの日クマ。

8/28は、民放テレビスタートの日らしいクマ。
真っ暗な部屋で見るテレビはたまらんクマね。

【今日のメモメモ】
右上のアナログっていう文字の
消し方を知っている人は教えてほしいクマ。
どのボタンを押しても消えないクマ。



ファンレター。

さいきんファンレターをもらうようになったクマ。
自慢じゃないクマよ。

ちょっとだけ見せてあげるクマ。



紫外線対策は万全クマ？

だんだん暑い日が続くようになってきたけど、みんな元気クマ？

ムームーの森では夏の風物詩、葉っぱ傘を差している子が増えてきたクマ。
日差しが強い日は日傘に、雨の日は雨傘に、
おしりの下に敷いて丘スキーを楽しむクマもいるみたい。
ちなみにこの葉っぱは、パッキーの住んでる洞窟の近くに生えてたやつクマ。
夏に向けてパッキーが大事に育てていたみたいだけど、
一日の大半洞窟にいるんだから
傘なんか意味ないクマ。まるで意味ないクマ（笑）

そういうわけで、ぼくが有効利用してあげることにしました。



おばちゃん。

親戚のおばちゃんが鮭を送ってきてくれたクマ！
超うれしいんですけど〜（クマ）。マジでやばいんですけど〜（クマ）。
今日の晩ごはんは「鮭ごはん」で決定クマ。　
かるく３杯は食べるクマ。

【今日のメモメモ】
腹八分目っていうけど、鮭ごはんの時には八分目で止まらないクマ。
もっと食べたいクマーーーーー！



秋刀魚。

秋ですね。秋といったらアレですね。
キラキラしてシャープなアレですね。

アレを食べるだけじゃもったいないので
サンマ・サ・マンサっていうなまえのバックを作るクマ！

どっちから読んでもいいクマ！



収集癖。

プリンのカップ（プッチンしてない状態を好む）
トイレットペーパーの芯（匂いつきを好む）
アイスについてくるスプーン（プラスチック製を好む）
荷物の梱包時に付けてくれる手持ちフック（レアは赤色）
放浪した先で買ってくるピンバッチ

などなど集めてるクマ〜。



放浪。

涼しくなってきたから、
そろそろ、また旅に出たくなってきたクマ。
ツキコちゃんに見つからないように出発の準備をするクマ。
寝袋と鮭枕は必需品。



放浪　その２。

今夜あたり決行するクマ！
まだツキコちゃんには見つかっていない…。
行き先はまだ決まっていないけど、
とりあえず夜行列車に乗って海が見える
小さな町を目指すクマ。



放浪３。

小さな港町に着いたクマ。
なんとなく素敵な出会いがありそうな予感…。
海沿いの喫茶店に入り地図をみながらランチもいいクマね…。
さて、今日はどこに泊まろうかな。



キノコ。

キノコ　　　スキィ〜〜
毒キノコ　　キライィ〜

タケノコ　　スキィ〜〜
毒ダケノコ　キライィ〜

ツキコ　　　スキィ〜〜
毒ツキコ　　キライィ〜

ツキコちゃんがいちばんスキィ〜〜クマ〜〜。
フォローなんかじゃない〜クマ〜。



ピアス。

昨日はツキコちゃんが大事にしている
ラクダがでんぐり返ししたピアスを
気が付かず踏みつぶしちゃったクマ。。。

ごめんクマ。。。

同じピアスを探しに行ったけどなかったクマ。
かわりに流れ星のピアスを買ったクマ。

ゆるしてくれるクマ〜？



獅子女の読み方。

きょう本を読んでいたら難しい文字がでてきたクマ。
獅子女…獅子女…
なんて読むんだろう…
ツキコちゃんのことクマか？



記念撮影。

山登りにいってきたクマ。
クマ出没注意っていう看板の前で
みんなで写真をとったクマー。
出没してみたクマー！



とんこつラーメン。

福岡の名物といったら「明太子」と「ツッキー」って
みんな思ってるけど、実は「とんこつラーメン」という
のも名物なんだクマ。

でも、「ツッキー」よりはメジャーじゃないクマ



コオロギ。

コ〜ロ〜ギィ　　チロチロリン♪
コ〜ロ〜ギィ　　コロコロリン♪
チロチロリン♪　コロコロリン♪

く〜さの〜ク〜マ〜♪

２ばん。

リ〜ロ〜ギィ　　オロオロギン♪
リ〜ロ〜ギィ　　ギロギロオン♪
オロオロギン♪　ギロギロオン♪

う〜たう〜ク〜マ〜♪
秋だクマ〜。



わけあり。

わけあって　今ドカンの中に隠れてるクマ。
ドカンの中からブログを更新中クマ。

一言だけ言わせてください。

「ツキコちゃん。ごめんクマ。。。」



ペット。

子供の時、お母さんにペットを飼いたいといったら
「クマがペット飼ってる家庭がどこにありますかっ！！」
って怒られたことがあるクマ。

でも、どうしてもペットが欲しかったので
カタツムリをこうやっていつも散歩させてたクマ〜。
懐かしいクマ…



おからこんにゃく。

今日は、ツキコちゃんに頼まれて
おからこんにゃくを作っているクマ。
食欲の秋といえども、ツキコちゃんはレディーだから
おからこんにゃくでカロリーを調整するらしいクマ。
おんなのこって大変クマ…。



プリン。

ね〜　ツキコちゃん。
プリンを食べたら教えてクマ〜

プリンのカップは捨てないでちょうだいクマ〜
でもパッチンしたらダメクマ。

カップは捨てないでちょうだいクマ〜。
コレクションに加えたいクマ…



台風。

ちまたでは台風が通過してるらしいクマ。
強風クマ。
雨クマ。
こわいクマ。

ツキコちゃんに頼まれたお買いものが終わったら
急いでおうちにかえるクマ。



ツキコちゃん…。

昨日は無事に買い物から帰ったら
ツキコちゃんがハンバーグを作って
待っていてくれたクマ…

っていう妄想をしながら暴風雨の中を歩いていたから
なんてことなく家についていたクマ…



鉄道の日。

10/4は鉄道の日クマ。
あこがれの駅員さんに変身してみたクマ。

ツッキーは駅名いっぱい知ってるクマ。
いつかいってみたいのは幸福駅クマー！



抜け毛を再利用クマ。

秋になって、最近毛皮が生えかわってるみたいクマ。
みてみてクマ。
ためておいたんだけど、こんなにあるクマ。

これでクッションを作ってツキコちゃんに贈るクマ。
もうちょっとためてから作るクマ。



ダウンジャケット。

昨日のブログをみて、ツキコちゃんが
自分の抜け毛を送ってきたクマ。

「クッションとかいらないから、ダウンジャケットつくってよ」

みたいなメモもついてたクマ。
ツキコちゃん…
ツキコちゃんの抜け毛はダウンじゃないクマ…



手帳。

この時期になるといつも
来年の手帳はどれを使おうか悩むクマ。

最近は機能的な手帳やオサレな手帳
トゲトゲした手帳まであるクマ。

どれにしようか悩むクマ〜〜。

ちなみにいま使っている手帳は
ピンクサーモンの手帳だクマ。



あかりの日。

今日はエジソンが竹を使って
白熱電球を完成させた日クマ。

夜の街がこんなにキレイなのは
エジソンさんのおかげクマー！
ちなみにー、函館の１００万ドルの夜景っていうのはー
１年間の電気代が１００万ドルくらいだったからクマ。



トカゲ。

トカゲのしっぽはなぜ切れる〜♪なぜ切れる〜♪
トカゲのしっぽをチョッキンな〜チョッキンな〜♪
って言う童謡を作りたいクマ。



マコモダケ。

食欲の秋クマ。
秋は、柿〜ぶどう〜まつたけ〜
いろいろおいしいものがあるけど
ツッキーの一押しは「マコモダケ」クマ。
天ぷらが最高クマ。



テディベアズ・デー。

10/27はテディベアズ・デーらしいクマー。
世界中で「心の支えを必要とする人たちに
テディベアを贈る運動」らしいんだけどー

なんだか〜いっぱいデディベアが贈られてきたクマ？



韓国に来てるクマ。

今日は韓国に来てるクマー！
あこがれのあの人に会いに来たクマー！

会えるかわからないけど
ウロウロしてみるクマー！



カメムシ。

お布団を干したら、
カメムシがいっぱいくっついていたクマ！！！

カメムシがいっぱい出現した年は
冬がとっても寒くなるらしいクマ。
今年は寒いに違いないクマ！！！



ハロウィンの準備。

明日はハロウィンなんだクマ。
ツキコちゃんと楽しくお菓子食べるクマ。

雰囲気を大事にしたいツッキーとしては〜
部屋をカボチャでいっぱいにしたいクマーーーー！
きょうは徹夜でカボチャをくりぬく作業をするクマ！



神社。

今日は、友達と神社に行ったクマ。
おみくじを引いたら、大凶だったクマ！
急いで木に結んで、おいしい焼きそばを食べに行ったクマ。



11月はツバキ。

11月のお花はツバキらしいクマ。
11月は旧暦で霜月（しもつき）っていうけど、
別名「ゆきまちづき（雪待月）」ともいうクマよ。

ツバキには雪がとっても似合うクマ！
早く雪が降ってほしいクマーーーーーーー！



点灯式。

全国各地で、イルミネーションの
点灯式が行われているみたいクマー。

ツッキーが住む街でも道路がピカピカがきれいクマ。
夜道を歩く楽しみが増えたクマ〜♪



ヨツユビハリネズミ。

拾得物として保護されている
ヨツユビハリネズミが大人気らしいクマ。
ずるいクマ。
ツッキーもハリネズミっぽい感じで放浪してみるクマ。



パッキーについて。

今日、おさんぽしていたら
森という森の入口にパッキーのつくった（と思われる）
すごい看板があったクマ。

パッキー…。



鮭の日。

11/11は、「鮭の日」ってしってたクマー？
せっかくだし、心おきなく鮭をむさぼるクマ。



ケセランパサラン。

白いふわふわしたものを見つけたクマ。
ケセランパサランに違いないクマ。
タンスに入れて白粉をあたえて育てるクマ…。



13日の金曜日。

今日は、世にも恐ろしい13日の金曜日クマ！！！
ツキコちゃんをびっくりさせるクマっ！
そーっと後ろから近づいて、目隠ししておどろかせるクマー！



かわしたクマ。

金曜日、何者かにおそわれたクマ。
ツッキーは強いし反射神経もいいから
阻止できたクマ。

まーこんなもんクマ。
犯人みつけたらただじゃおかないクマ。



マヤ占い。

最近ツキコちゃんがつめたいクマ。
ここは今話題の、マヤ占いで未来を占うクマ。

ついでにパッキーとふとし先輩についても占うクマ。



トマト鍋。

今日は上質なイタリア料理を作るクマ。
ツッキーにとったらイタリア料理なんておちゃのこさいさいクマ。

何をつくるかっていうとー。
トマト鍋クマ。ツキコちゃんにふるまうクマ！



ボジョレーヌーボー。

今日はボジョレーヌーボー解禁の日クマ！
毎年11月の第３木曜日って決まってるクマ！
世界の常識クマ！
ツキコちゃんをボジョレーヌーボーで釣ったクマ。



いい夫婦の日。

もうすぐいい夫婦の日クマ。
世の中の夫婦のみなさん仲良しですかクマー？
いろんな意味で妄想が楽しいクマ。



カメラの日。

11/30はカメラの日っくまー！
うろうろするツキコちゃんを激写クマ。
写真集ができるくらい撮りためたら販売するクマ。



鮭はおいしいクマ

【今日のメモメモ】
おぼれる者は鮭をもつかむ
そのくらい鮭はおいしいってことクマ！



キグルミ。

今日は、お正月から着ていた、ウシのキグルミをぬいだクマ。 
きねんに、写真もとったクマ。
ん〜　やっぱり似合うクマ！　来年は、トラのキグルミね〜。

【今日のメモメモ】
 トラのキグルミを着ても、　たぶんツッキーはかわいいクマ



おむすび。

1/17はおむすびの日クマ。 
おむすびにすると、ごはんが100倍おいしくなるクマね。 
具を鮭にすると1000倍おいしい〜。

【今日のメモメモ】
おむすびころりんのおむすびは、
中の鮭が生きていたから転がっていったクマ。



てがみ。

ニューヨークに住む友達に手紙を書いたクマ。 
英語は書けないのでいつもクマ語で書いてるクマ。 
クマ語は全世界共通の言語だクマ。

【今日のメモメモ】 
モッタイナイ　カワイイは世界の共通語って、ほんとクマ？
ツッキーもいつか共通語になりたいクマ。



ホットケーキ。

1/25は、ホットケーキの日！ 
ツッキーは、毎年焼いてるクマ。 
フライパンで焼いてるとき穴がプツプツあいてくるのを見るのが好き。 
ホットケーキの、あの丸い形が幸せを呼ぶクマよ。 
香ばしく焼けたら、メープルシロップ投入クマ〜 

みんなも、食べたくなってきたクマ？

 【今日のメモメモ】 
ツッキーはハチミツはキライだけど、メープルシロップは愛してるクマ 〜



ゆき。

雪の結晶をみたら蜂の巣みたいな形をしてたクマ。 
雪が嫌いになりそうクマ。 
雪じゃなくてイクラが降ってくれるように祈りながら寝るクマ。

 【今日のメモメモ】 
この間、コメントで、「いくら」と「すじこ」を勧めてもらって
食べてみたら…激ウマだったクマ！！
もう…と　り　こ…クマ〜〜〜〜！



冬眠。

 そういえば今年は冬眠するのを忘れたクマ。
やっぱり毛皮2枚重ねは最強クマ。

 【今日のメモメモ】 
重ね着はおしゃれの基本クマ。



お茶の日。

今日は、抹茶の日だクマ。
静かにお茶を立てるもよし、
コタツの中で抹茶アイスを食べるのも、いいクマ〜
みんなは、どっちを選ぶクマ？

【今日のメモメモ】
お茶は風邪にもいいと、ツキ子ちゃんから聞いたクマ　
お茶のパワーで風邪に負けるなクマ



旬。

旬っていう言葉知ってるクマ？
お魚だと〜、そろそろブリの旬が終わるクマ。
ツッキーの旬は…春夏秋冬…１年中クマ（照

【今日のメモメモ】
いつでもツッキーはここにいるクマ。



ヴァレンタイン。

今日はバレンタイン
ツキ子ちゃんから今年も、もらえたら嬉しいクマ〜

【今日のメモメモ】
今年は、逆チョコがハヤってるクマ！
聞いたとき、ちょっと、真剣に買おうか考えたクマ。。。



ソリ。

週末はスキー場で、最後の冬をマンキツするクマ
今はスノーボードより、ソリがトレンディークマ！

スキー場に行くと、なぜかカレーが食べたくなるクマ！

【今日のメモメモ】
あったかくなったり、さむくなったり大変クマね〜
風邪には気をつけるクマ★



雪やけ。

雪やけしたクマ。。。
ツキコちゃんに、大爆笑されたクマ。
ちょっと、傷ついたクマ（泣

【今日のメモメモ】
雪で日やけするなんて、知らなかったクマ。
なんで雪でやけるクマ…



冬眠。

寒くなってきたクマ〜。
朝おきられないクマ〜。
最近、気がついたら寝てることが多いクマ。
昨日はやきそばを食べながら寝てしまったクマ。



あの枕。

あの枕を持って、ちょっと穴に入ってみたクマ。
冬眠とかじゃないクマ。
なんだかあったかいクマ…。

あの枕を一緒に穴に埋めるの忘れたクマ…。
まあ…いい…や…。



ハラマキ。

おなか痛いよ〜　痛いよ〜
昨日土の中で寝ていたらおなか冷やしたクマ。
ってツキコちゃんに言ったら
「わたしのせいじゃないわ」
っていわれたクマ・・・

でも、お昼休みから帰ってきたらボクの机に
ピンクの『ハラマキ』がおいてあったクマ。

たぶんツキコちゃんだ！
やっぱりツキコちゃんはやさしいクマ。



発声練習。

あいうえおあおあお

かきくけこかこかこ

さしすせそんなに

たちつてとまと

なにがなんでも

はがけんじ

うん。今日もいい感じクマ。



携帯電話。

最近は熊も携帯電話使うクマ。
絵文字だって使うクマ。

でもね。

ツキコちゃんの携帯番号は
まだ教えてもらえないクマ・・・



入浴剤。

寒くなるとやっぱりお風呂はイイクマ〜。

ゆっくりと。じっくりと。
あったか〜いぃお風呂に入るクマ。

週末に買った入浴剤を使ってみよう！
そう思って棚にしまっていた入浴剤を
浴槽に入れてみたクマ・・・。

・・・

んっ？　なんかチガウ
わっ　なんだっ

全身の色が落ちてしまったクマ〜
よくみたら漂白剤だったクマ〜



体毛復活。

やっと体毛がもとの色に戻ってきたクマ。
（けして塗ったりしてないクマ。）
白いと汚れが目立から困るクマ。

やっぱり青は落ち着クマ〜。
紫や緑よりやっぱり青がかわいいクマ〜。

ピンクは・・・
かわいいクマ〜。



よせ鍋。

週末ふとし先輩の家でよせ鍋をやったクマ。
鍋の材料はみんなそれぞれ用意したんだけど…

ボクの材料
・豆腐
・エリンギ
・鮭

ふとし先輩の材料
・豆腐
・コーラ
・のり

パッキーの材料
・豆腐
・どんぐり
・どんぐり2

ほとんど湯豆腐状態。
事前に何を持ってくるか確認すべきだったクマ。



出し物。

忘年会のシーズンだクマ。

今週の金曜日が熊の忘年会の日なんだけど
ふとし先輩から「出し物を準備しとけよっ」
と言われたのでパッキーと考え中なんだクマ。

ん〜。悩むクマ。
パッキーと二人で漫才やろうかな〜。



大掃除。

今日は大掃除したクマ！
ホコリがいっぱいだったクマー！
今年の汚れは今年のうちにクマー！



クリスマス・イヴェ。

今日はクリスマス・イヴェ
待ちに待ったクリスマス・イヴェ

ツキコちゃんと約束したクリスマス・イヴェ
でも、ツキコちゃんが来ないクリスマス・イヴェ
「用事ができたの。」と言われたクリスマス・イヴェ

結局ひとりで過ごすよ。メリークマクマス！



あけましておめでとうクマ。

あけましておめでとうございますクマ。
2010年になったクマ！

今年もみなさんにとって
スバラシイ1年になりますように…クマッ。



水玉おしるこ。

ツキコちゃんがスイーツたべたいっていうから、
おしるこつくろうとおもったらー…
おもちが水玉になってたクマ！
あやしいというよりーむしろかわいいから、
気にせずおしるこつくったクマーー！



寒いクマ。

雪クマね。
ぼこぼこにされたうえに…家に入れないクマ。
寒さで体が痛いのか…。
傷口が痛いのか…。

みずたま恐怖症クマ。



ジャズの日。

1/22はジャズの日クマ。
JAZZの「JA」がJanuary(1月)の先頭2文字でー、
「ZZ」が「22」に似ているからなんだってクマ！

似てるね！似てるクマね！
ツッキーの人生もアドリブでなんとか切り抜けるクマッ！！！



背伸びダイエット。

今日は運動してるクマ。
今はやりの、「背伸びダイエット」をしてみているクマ！
ダイエットはいろいろためしてみたけど、
なんか…これ…合ってる気がするクマ！
フンフンクマッ！フンフンクマッ！フンフンクマッ！



大きめのどんぐり発売。

亜米利加の森のえらいクマが、
大きめのどんぐりを発売したって聞いたから
収穫したくて、森に飛び出した。

見た事のない場所に出た...。

迷ったんじゃない。強がりじゃなくて。
次はきっと笑って会えるよ。だから誰か助けにきて。



パンを焼いた。

ふとしだ。

いつものようにログピをみていたら、みんなパンをやいていた。
おもしろそうなので早速パン焼き器を買って焼いている。

はじめてのパンは自画像と決めていたので鏡を見て作った。
まゆげのところは海苔だ。


