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あれ？

今日のとび森♪

つぶきちは週五なのかしら？（＾−＾）

ダーリンまた寝ちゃった(´・ω・｀)w

いつまで寝るの-w

リサにまた雷落とされた(´・ω・`)ｗ

そして先ほど通信しました！

ももこたんに引越しフラグが立ったので、（前回の記事参照）勧誘に来てもらったのですが・・

・



ダンボール状態になってなかったせいか？引越しワード出ず

１９日引越し予定なので、またその日に勧誘に来てもらうことになりました！

やっぱりももこたんはきゃわたん♡

今日の晩ご飯は回鍋肉とイカの刺身。私はカツオ?

イカ久しぶりにさばいた！



目が合うとやっぱ気まずーだね(｡-∀-｡)



しずえええええええ(〃∇〃)

 今日は村もバレンタイン♡♡♡

＼もちろん私にだよね？？？(゜∀。)ﾜﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬ／←きｍ



＼もちろん私にだよね？？？(゜∀。)ﾜﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬ／←きｍ

モサキチからは、紫のバラもらいました♡

欧米人？ｗ←

あと！！

初期住人のももこたんについに引越しフラグが(´；ω；｀)(´；ω；｀)(´；ω；｀)

私が村長になったあの日からいてくれて・・・うあﾞぁあ ·ﾟ·(´Д⊂ヽ·ﾟ· あﾞぁあぁﾞああぁぁうあﾞ
ぁあﾞぁぁ

寂しいけど、引き取ってくれる方が一応いるので見送りたいと思います！！

Twitterで返信待ちですが来なかったらまた呟きます！ｗ

新しいどうぶつも楽しみだったりもするのです(���)！

目標はどうぶつ全員と会うことなので！ｗ←

さて、2月のイベントはこれでおしまいなのかしら？ｗ

早く村を整備して、みんなに来てもらいたい〜〜〜＞＜！！

お待ちくださいませm(__)m





お引越し！

 アメブロアプリ、ちょっと調子悪かったのもあり、お引越ししました★

これからこちらでブログやっていきます。

完全暇つぶし、記録目的ですが＾＾；

たまたま見かけた方など、見てくださった方ありがとうございました＾＾



猟団設立しました＾＾

 こんばんわ !!

ブログ引っ越し一発目、書きたいことがたくさんあるのですが、

まずはコレから

1/20に、MHF２鯖にて猟団を設立しました！！

その名も『コクありへっぴり団』

名前に関してはノーコメントでお願いします。。というか説明長くなりますｗｗ←

一つ言いたいのは、

コクあり梅酒はうまい！！

挨拶と入魂（無理でもインだけでもw）ができれば細かいルールはナシですｗ

楽しくがモットーです(´∀｀)

もし団決まってない人はぜひ〜！

１ヶ月中に、アクティブ３人以上いないと団消されるんでｗｗ(T_T)←

一応、報告でしたー(´∀｀)

MHFの近況は、とりあえずSR６９９にまでなりましたー！
あと少しの経験値で７００です(���)



HRは、８７７くらいだったかなw

Ｇ級行けるよう、頑張ってますＷ

昨日は早速１名入団してくれて、クエ一緒に行きました〜(^O^)
その後もう一人と合流して、（まだ除名のペナ中なので入団はできない）顔合わせ♪

目標は団員みんながＧ級！！（笑）

ではでは、MHFの記事はこのへんで〜（＾ω＾）

料理も近々載せます



夢見の館

 今日は夜の予定がナシになったので、ご飯の準備終わらせて少しだけ森にイン(*^_^*)

いつものように商店街に行くと、見慣れない建物が！！

入ると、なんと夢見の館でした(∩´∀｀)∩ﾜｰｲ

どうやら、この前通信した際（まいこちゃん引き取ったときかな？）、募金をしてくださった村

長さんがいて。。(/_;)

感動です。というか気づかなかった私も鈍感ですが(*_*;（笑）

てことで夢見の館で初夢・・・Ｚｚｚ

完成式典♡

これで夢見できますので、夢番地晒しときます。よくわかんないけどｗ

→3200-0735-1145



明日こそは、新しく引っ越してきてガブリエルくんとお話するんだからああ！！ヽ(・∀・ )ﾉ 

ではリアル夢へ・・・☆

あ、でも他のカテゴリでもブログうｐしますん（＾ω＾）



最近のご飯。メモ

こんばんは！

引っ越して約一ヶ月。

準備やら挨拶やらであっという間( ；´Д｀)

時は止まって待ってはくれない、

ムダにしないように送らねば。

さて、ここ何日かのおかずをメモがわりにつけときます☆

一日目は、もやし炒め。

写真は忘れてしまったのですが定番のアレですｗ

・豚肉のシソ(インゲン)巻き焼き

・チャプチェ(目玉焼きのせ丼)



・肉じゃが

この日の肉じゃがは、余っていた『コクあり梅酒』を使ってみました(????) 

・はんぺんとシソのフライ

・オムライス



・ひじきの煮物

・ピーマンの肉詰め

とりあえず下書きしつつ書いてたのはこんな感じ。

撮り方盛り付けはまだまだ勉強中です。。

でもようやく冷蔵庫内の消化がうまく出来るようになったような…(´=ω=`)

またこれ以降写真あるので別にうpします。

ではー(´ω`)



新しいパッケとデイリー

先日、新しいパッケをゲットしました！

その名はゾデック！！

新発売ではないですが、性能がいいとのことで早速強化なう☆

安定の課金強化素材ごときで詰んでますｗ

毎日少しずつ強化していってます＼(^o^)／

それと、水曜日からの新しいデイリー、ルコの稀玉が報酬確定のようで。

早速毎日やってます。むしろそれだけのためにインしてますね(；´∀｀)

まだ稀玉の重要性は分からないんですがねｗｗ

とび森もやっているせいか、仕事も家事もしつつなのでなかなか団員さんと揃ってクエ行けませ

んが、近々集まって交流したいです！！

あ ちなみに、日曜日の夜か月曜日、ネカフェ行く予定です！！

また詳しい日時はTwitterでつぶやきます☆



また詳しい日時はTwitterでつぶやきます☆

誰プレでネカフェは美味しすぎますからね(＾ν＾)

ではー♪

腹痛のウェーーーーブもまだ収まらないので寝ます(^-ω-^)Zzz..



ランクアップ

 できる防具をやっと作りました(；´Д｀)

コレは最近のロビー装備(���)

スキル↓↓

こんな感じで青くなってるとこがランクアップするそうです←未だによく分かっていない(

；´∀｀)

てなわけで、これからはオディバFXの脚の強化を頑張ります(｀・ω・´)



今日は団員さんにおやすみ言えて良かったε-(´∀｀*)ﾎｯ

では！おやすみなさいー☆今日もクソ疲れたけど明日も頑張ってきま〜す(���)



みそじゃが

埼玉B級グルメ？らしい、みそポテト☆

今回は、料理本にみそじゃがとして載ってたのを真似してみました(*´艸`*)

新ジャガを使用しても美味しいです♪

ちなみに新ジャガを使った去年のものがこちらｗ

とにかく、簡単で美味しいのです(●'ｗ'●)



この日は他に、余っていたきゅうりと中華くらげを和えたものも食べました(^_^)



塩ちゃんこ

この日は塩ちゃんこ鍋にしましたヽ(*＾ω＾*)ﾉ

鍋はほんと楽だし野菜も肉も摂れるから毎日でもやりたいくらい（笑）

んでアレが届きましたよー！！

偽トロキャプチャ3DSですヽ(ﾟ∀ﾟ)ﾉ



ポケモン新作に間に合えばいいのに、前回よりはるかに早かったww

使用には設定が必要なので、なるべく早くテスト放送までこぎつけるように頑張りまーすｗ



エンドロール！

先日、何気なく村にインしたら、

シンボルツリーが枯れてる…？

まさか噂の？

と思ってレンガに近づいたら座れたので座ったら、

村のあゆみが見れました(*'.'*)?

慌てて撮ったww

んでまた座ってみたらまた見れましたww

こうして日々変化があるのでほんと楽しいヽ(*＾ω＾*)ﾉ！

今日はCLUB444にてししょーからアクションやっともらいに行けましたｗ

もらったのは『困る』ww

突っ込みどころ、使い道なさすぎわろたww



もっと通信したときとか使えるアクションが欲しいものです(*｀·з·´) 



☆どうも苦手…☆

この日は、リクエストのあったカレイの煮付け作りましたヽ(*＾ω＾*)ﾉ

私は煮魚苦手なので、カジキの味噌焼き♪♪

食べちゃったので写メなしww

あとは、先日の鍋などで使用した野菜たちの残りでスープ??*´∀`*?

スープ大好き?(?????)?

スープメニューいろいろ知りたいな〜(????) 



☆包丁とカラオケ☆

麻婆茄子とれんこんとしいたけこんにゃくの煮物☆

見た目抜きで美味しくできました(●'ｗ'●)笑

あと久しぶりに三枚にやりました〜?(?????)?

アジさん！！

これを捌いて刺身でたらふく食べるのが好きなおっさん女子です。。(?·??·??)笑



てかいつもより包丁長く持った！！笑←

あ！そうそう、昨日は久しぶりに地元の友達とカラオケ行ってまた暴れてきました☆☆

タダでゲットのえびせん〜♪?*´∀`*?

ヲタ芸にも磨きをかけてます！←

みなみけとか合いの手練習中！ｗ?(?????)?

フリータイム近くまで発散しきって、帰りスーパー寄ってもらって帰宅?*´∀`*?

いやー楽しかった??

地元最高?

岩盤浴行きたい春に温泉旅行だー?(?????)?



HRが

ちょっと前の話ですが、、

やっと９００なったみたいｗｗｗ

いろいろやってたらなりたくなくてもHRぐんぐん上がってしまうｗｗｗ

ちなみに今はもうHR９１１くらい＼(^o^)／

HRよ止まれ!!←

こっからはなんか撮ったスクショＷ

クエ終わりの瞬間腕立て伏せｗｗ



HCドドブラのどアップ（きｍ

てな感じで今はまだタマコー作成中です(；´∀｀)

団員のみんなともクエ行きたいけど誰プレとか、この前まで密かにアシスト入れてたりしたので

なかなか手伝える状況じゃなくて(T_T)

あ！月末にFコース入れるかもｗｗ｀;:ﾞ;｀;·(ﾟεﾟ )

そんな感じでございます。

今日も今日とて眠さキテるのでデイリーだけやっておやすみ★

狩人祭なうの方々、頑張れ〜∩(*・∀・*)∩ﾌｧｲﾄ♪



☆定番☆

昨日ですがｗ

リクエストあったので定番の炒め物(���)

ほうれん草（冷凍）

ベーコン（今回は厚切り）

卵２個

バター

醤油・塩　適量

今回は、エノキも入れてみました♪

実家で食べて好きになったのですが、彼の実家でも出てたみたいで。

コレってどこの家でも定番なのかしら？

(・∀・)＜週一はやろうかなｗ



ばいばいジュリー(*^_^*)

 

先日、村民界のイケメン＆キザキャラのジュリーが引っ越して行きました〜！

へっぴり村に越してきてまだ日にちも浅いので、あまり思い出も作れず残念。。

でも、ジュリーが来る前にすでにキザキャラにもう一匹いたのもあって、（←ボルトｗ）泣く泣

くお別れしました(´；ω；｀)

でも！！

いつも引っ越していく村民をただただ黙って見送っていたのですが、

今回はジュリーが大好きな村長さんにお迎えしていただきました♡



こういう勧誘とかできるの知らなかった！！

私は今の村民に結構満足してるから、あとはリス系もう少し欲しい・・くらいかなぁ？ｗ

モサキチは何があっても引き止めます！！（笑）

クリス（筋トレばっかしてるリス系ｗ）の引越しをなんで止めなかったのかと今急に後悔の念に

駆られた・・(´Д｀)ﾊｧ…

明日は休みなので勉強と家事の合間にとび森するぞ♡



ドハマりなう('A`)

極ザザミ素材、絶爪で絶賛ハマリ中でございますヽ(・∀・ )ﾉ 

３時間ほどフレさんに手伝ってもらい、連戦しましたが出ずｗｗ

貼り主変えても、一回落ちても、ジンクスやっても・・・

出ない(´；ω；｀)

今までトントン拍子に出てたので、ここまで出ないと存在しないものなんじゃないのか？とっさ

え思えてきますね！ｗ

とりま次回に持ち越しです！出るまでガンガンやります・・

極もおいしいしね(���)ｂ

さっき秘伝なう試しにやってみたら絶望したＷ

てなわけで明日は少しゆっくりめですが、寝ときますヽ(・∀・ )ﾉ 

おやすみなさいー★





☆節分☆

今日は節分！！ 

ってことで、とび森の世界でも豆まきと恵方巻きｍｇｍｇ（＾ω＾）

恵方巻きは入手し忘れちゃったのですが、、

お面はしずえにもらって村をウロウロしてましたｗ

意外にリアルｗｗ

しずえはお豆投げてくれなかった(´·ω·｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ

村民の反応も面白くて、萌え死にました(*^^*)







おうちにいる村民は、さすがにお豆投げなかった！！ｗ

あと、村民がたまにサッと恵方巻きを取り出して食べてるとこも何とかスクショに収めたくて、

シャッターチャンスを伺ったりも！（笑）



なんとか撮れたのはこのドングリだけｗｗ

まぁ可愛いからいっか←

さぁーて！次にイベントは何かな〜？

Twitterでやっていた、とび森総選挙でモサキチが１０P獲得してた！！( ﾟдﾟ)

ももこたんに至っては１２P！！

やっぱり自分の村の住民が上位に入ってると嬉しいものですね（＾ω＾）



ご飯

昨日ですが。。

ガッツリお肉とじゃがバター、もやしキムチの欧米プレートにしましたヾ(｡·ω·｡) 

あとはかぼちゃを消費したかったので、かぼちゃの煮物作ってみました！

大学芋か?ってくらい甘くなっちゃいましたが、相方には好評でした(^-^≡^-^)ｗ

煮物は好きでマスターしたくて良く作るのですが、煮加減とか味付けが難しい！(´xωx｀)



しかも自分の好みの味と相方の好みが微妙に違ったりして、その加減もまた難しい！ｗ

まぁ結局は作る私に合わせてもらうんですけどね(。-｀ω´-)ｗ

あとは今日！

今日はツイートはしましたが写メ忘れました。。

メニューは、カジキのソテー(相方はカレイの煮付け)、ホルモン焼き、炊き込み御飯です☆

ホルモン焼きには、ちんげん菜とネギを入れてスタミナ感をアップさせました！ヾ(｡·ω·｡) （笑）

煮魚私は苦手なので私だけカジキです(●'ｗ'●)

明日はおでんをつくりまーす☆

では、いい加減寝ますww



☆酒とカレー☆

2月5日の晩ご飯♪

カレーとハムサラダ♪

この日は仕事で嫌なことがあり。。

酒、つまみを買いにわざわざ深夜スーパーに行き…

放送しようともしたけど、結局眠くなっちゃって断念（笑）



しかも全部飲み切れんかったし|ω·`)

でもだいぶ晴らせた！ヾ(｡·ω·｡) 

やっぱりその日のウサはその日のうちに！

やなヾ(｡·ω·｡) 

しかし如何せん田舎なためすぐに飲みに行こう♪

とも出来ず…

引っ越してから、宅飲みが増えました（笑）

まぁ浪費してるわけじゃないからいいんだけどね。。

ますますおうち大好きヒッキーさんに磨きがかかってるなって！(???????)ﾉ



☆二日目☆

2/6、この日もカレーでしたww

まぁ前日カレーなら安定ですよねー(‾▽‾;)♪

でも、カレー苦手な私でも分かるくらい、二日目の美味しさが実感できた?(*^^*)

やっぱり寝かせたのは美味しいんですね〜ｗ



スッキリ♪

年明け初のサロン(*^^*)♡

カットとカラーしてもらいました?

仕事でそんな明るく出来ないから、担当さんに相談しながら(館のサロンだから話がすぐ分か
る（笑）)、前回より気持ち明るめに☆

カットは、思い切ってまたショートに！ヾ(｡·ω·｡) 

まぁ安定ですよね(‾▽‾;)ｗ

でもね、、

いつも切ったあと、伸ばしたいって思うんだよねww

ショート特有の感情なのかなｗ

ビフォー



アフター

んで、そんなこんなで帰り遅くなったりしたので晩ご飯は焼きそばと竜田揚げヾ(｡·ω·｡) 



日は変わり。。

久々ドンキ！ヾ(｡·ω·｡) 

安定の安さwww

ガーナもめっちゃ安かった！



10枚で600円( ━?´??ゝ?`)━?

バレンタインのお菓子作りでも使う予定なので即買い♪

まぁ基本相方が食べるんですけどね(‾▽‾;)ｗ

奥のGODIVAは実家から余り物もらいましたww
中はチョコ4粒ほどｗまぁどうせ親父が職場でもらった義理チョコだろうけどヾ(｡·ω·｡) 

晩ご飯は、青椒肉絲、マグロの切り落とし♪

青椒肉絲には、余ってて消費したかったエノキを初めて入れてみましたヾ(｡·ω·｡) 

シャキシャキ感アップして美味しかった?(*^^*)

んで☆

このアイスにハマってからまだ日は浅いけど、もう常に切らさないようにしてる(*^^*)



この日(2/11)の晩ご飯は、ほっけともやしのペペロンチーノ風炒め♪

もやしと卵でできたから経済的ww

ほっけは、温存してたものをヾ(｡·ω·｡) 
脂がのっててウマスだった♪

→

続くw





この日も…

雪降る降る詐欺でしたね。。ヾ(｡·ω·｡) 

おかげで、チラシ入ってないのにバカみたいに混んだ！

まぁ先週のが混んだけど('A`)

しかも先週の火曜は仕事でイライラした日…。

また今日も何かあるんだろうか？

と思ったけど何もなかったｗ

昼にかに玉あんかけ丼を飲み物のように食べたくらいか？ｗ←

夜も中華風にしたっヾ(｡·ω·｡) 

エビチリ☆

あとサラダとわかめスープ♪

買いだめしすぎちゃった食材を必死に減らしておりまするww



買いだめしすぎちゃった食材を必死に減らしておりまするww



なんとか食べれるものを・・(；´Д｀)w

今日は前半買い出しをして、

晩ご飯は老舗精肉店のから揚げとマカロニサラダ?(*^^*)

自宅ではなぜか絶対出せない味と食感?

夜行くといつも醤油味が売り切れちゃいます(´·ω·`)
この日も売り切れで、塩味になりました('A`)

食べ終わったあと、忘れたようにお菓子作り♪♪（笑）

チュロスをまぁ適度に作り…(シナモンがうまい！ｗ)

チョコを湯せんし…

(焼けたのは内緒w)



まぁ何とか食べれるものが完成しましたとさヾ(｡·ω·｡)www

実は付き合って○○年になるけど、今まで一回も一緒にバレンタイン作ったことなくて、

いつかは作りたいなーと思ってたのでまぁ実現できたからよかったかな(‾▽‾;)ｗ

来年はレベルアップしたもの作ろうかなぁ！(｀・ω・´)

以上、まとめブログ終わりーーｗｗ

まとめたらブログって言わないんだろうけどｗ



とび森まとめ(｀・ω・´)

前回の節分イベント、村長の皆さんお疲れ様でした＾＾ｗ

住民にたくさん豆を投げつけられ、、

へっぴり村のまみち村長は、ヘトヘトでした(*_*;(笑)

さてさて、あれからもう１０日・・・

ブログの放置が得意技な私です(；´Д｀)

とりあえずとび森総選挙ありましたねー（＾ω＾）♡

愛しのももこたんは１２P獲得♪



ほんとうちの村（初期住人）って、イケメンばっかだなぁ〜って

親ばか？炸裂☆

2/6は雪の予報でしたが実際は降らず。。

でもとび森では雪でした♪



そんなある日、ドングリに引越しフラグか！？と思ったら違かったｗｗ

紛らわしいねんｗｗｗ

う○んこも寄贈してみたよっヽ(・∀・ )ﾉ 



モサキチにドリアンもらったよー(���)

植えるかぁ♡(笑)

カラコンもつけた♡

しんせつなひと　バッヂGET♪



木を切り出してからキノコが生え始めた！！

どうやら珍しいキノコも存在するらしい。。

使い道はそこまでないらしいｗ

でもやっぱいろんなの生えると楽しいよね！！

先日の通信で、ぎんのパチンコをいただきました＞＜

ありがとうございました！！



この前の釣り大会でモサキチに負けた。。(´・ω・`)
でもいいのだ、１位以外狙ってたし、モサキチになら本望（＾ω＾）ｗ←

んで！１２日はなぜかカーニバルの日でしたｗｗｗ

森入った瞬間みんなテンションMAXで、村にはベルリーナが来てた(笑)

ベルリーナのわがまま通りの羽を渡して家具をGETするイベントヽ(・∀・ )ﾉ 





全部で１３種類あるの知らなくて、４種類で禿げましたw

おうち広くなったらどっかに飾りますｗｗ

モサキチかわいい(���)♡

あ！それと！

偽トロ３DSのフレンドコードも晒しときますｗｗ
4570-6764-1195

こっちではモンハン３Gもするつもりですヽ(・∀・ )ﾉ 

Twitter作ってみましたｗｗ
http://twitter.com/mamich3ds

放送関連もこっちにしまーすヽ(・∀・ )ﾉ 

てな感じで、また追記するかもしれませんがとび森まとめでしたー（＾ω＾）



やっと・・・(；´Д｀)※ちょっとネタバレありw

 出ました絶爪が！！

んでやっとタマコー（＾ω＾）

先週から配信された、覇種ヴォルも行きましたよー（＾ω＾）

ヴォルの動きがわかってれば余裕ですね(・ω<)
でも連携プレーされるとなかなか避けられない・・(´；ω；｀)

そんなこんなでシタチチ装備が完成ヽ(・∀・ )ﾉ 



良い感じ（＾ω＾）

あとこの前フルフル奇種も行きましたー＾＾

強いって聞いてたけどそうでもなかったｗｗｗ

んで！

今日から配信のクエスト、「爆走！ブルックタワー」

ブルックフェイクを作るべく、

「エルペフェイク」のクエ配信まで７００００人なのでやった

って感じですｗ



んでこれが完成（＾ω＾）ｗ

シタチチと合わせるとホント変態度が増すｗｗ

ちなみにこのクエ、最初はほんと謎だった〜ｗｗ

わかるまでにちょっと時間がかかったｗ

メインの塔の上までまず行かなくちゃならない（地雷アリ）し、

上ついても、どれがメインターゲットが不明ｗ教えてくれないｗ

まぁ分かった瞬間、なぁーんだ(；´∀｀)

って感じでしたｗ

一応画像貼りますが、ネタバレになるので嫌な方はみないでくださいね（＾ω＾）





しずえええええええ(〃∇〃)

 今日は村もバレンタイン♡♡♡

＼もちろん私にだよね？？？(゜∀。)ﾜﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬ／←きｍ



＼もちろん私にだよね？？？(゜∀。)ﾜﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬ／←きｍ

モサキチからは、紫のバラもらいました♡

欧米人？ｗ←

あと！！

初期住人のももこたんについに引越しフラグが(´；ω；｀)(´；ω；｀)(´；ω；｀)

私が村長になったあの日からいてくれて・・・うあﾞぁあ ·ﾟ·(´Д⊂ヽ·ﾟ· あﾞぁあぁﾞああぁぁうあﾞ
ぁあﾞぁぁ

寂しいけど、引き取ってくれる方が一応いるので見送りたいと思います！！

Twitterで返信待ちですが来なかったらまた呟きます！ｗ

新しいどうぶつも楽しみだったりもするのです(���)！

目標はどうぶつ全員と会うことなので！ｗ←

さて、2月のイベントはこれでおしまいなのかしら？ｗ

早く村を整備して、みんなに来てもらいたい〜〜〜＞＜！！

お待ちくださいませm(__)m





あれ？

今日のとび森♪

つぶきちは週五なのかしら？（＾−＾）

ダーリンまた寝ちゃった(´・ω・｀)w

いつまで寝るの-w

リサにまた雷落とされた(´・ω・`)ｗ

そして先ほど通信しました！

ももこたんに引越しフラグが立ったので、（前回の記事参照）勧誘に来てもらったのですが・・

・



ダンボール状態になってなかったせいか？引越しワード出ず

１９日引越し予定なので、またその日に勧誘に来てもらうことになりました！

やっぱりももこたんはきゃわたん♡

今日の晩ご飯は回鍋肉とイカの刺身。私はカツオ?

イカ久しぶりにさばいた！



目が合うとやっぱ気まずーだね(｡-∀-｡)


