
４月１日 新学期の季節！桜もキレイで天気も良し！そして、すごい所にあるなあ．．．

（さすが秘密基地） 豪気

４月２日 東京から来た！歩いて探し回ったけど、見つかって良かった－！ たいぞー

４月４日 千葉から来たよ！たのしいー

４月７日 ラッキー！！バッチ、ゲット！！今日はこれからコスプレハイクに参加するよ。「めん

ま」探しに行ってくる。 ○小（まること呼びます。）

４月８日 ２年ぶり？聖地巡礼 超平和バスターズはずっと仲良し ゆうしょー

４月２２日 東京から来た！！メンマ～～～。100 円置いておくから、おかし食べてね。

４月２３日 千葉から参上！ あの花大好きです！ ｂｙぴの

４月２６日 超平和バスターズはずっとなかよし！！

芝桜キレイでした！！！また来ます！！！

朝感動しました！！！

芝桜缶バッチもらいます！ HM

４月２９日 バッチ発見できました。ありがとう。

４月２９日 １年ぶり！ただいま秩父 ET

４月２９日 きたぜ！！ TKMN

４月３０日 缶バッチゲット！秩父サイコー

４月３０日 缶バッチゲット！

４月３０日 １５回目？の秩父。缶バッチゲット！！ X ロコアラ



５月１日 ５回目のちちぶ、いつ来てもあの花を思い出すことができる最高の場所です！

５月１日 ５日目のちちぶW ｂｙ安田

５月１日 昨日全話見てから来たぜ！！ ｂｙ横字

５月１日 またきた X ロコアラ

５月１日 高崎より バッチありがとうございます。

５月１日 初めて来ました！バッチありがとうございます。 つりィ♡

５月２日 初めて来ましたよー！スクリュー

やって来ました！！ ｂｙゴンちゃん

５月４日 GJ

５月４日 久しぶりに来ました。缶バッチ！なんと素敵な物を！ 武蔵野

５月４日 初めて来ました。

５月４日 外国人です。やっときました！超うれしい！超 happy！ ｂｙアーロン

めんま発見！超平和バスターズがんばれ！ ｂｙエリス

５月５日 秘密基地発見！！ かよ＆オウ

５月５日 初降臨 あの花最高！ ぷりん（千葉）

５月５日 久しぶりに遊びに来ました。バッチありがとうございます！ あの数（かず）

５月６日 Do1 参上！ 中西も。

５月７日 また来ちゃいました。缶バッチいただきます！

５月１２日 もう５回目の訪問になりました。また来年も訪れてみたいと思います。缶バッチあ

りがとうございます。



５月１４日 聖地巡り、見つかってホットしてます。

５月１９日 これで全部制覇した！！ つよぽん

５月２０日 見れて良かったです。

５月２０日 来れて良かったです。

５月２７日 ついに見つけた！缶バッチありがとうございました。 Y.T

５月２７日 そばの杜の店員の女の子かわいかった。

８４５年 人類にある天敵が現れた。その日彼らは思い出す。やつらに支配さえていた恐

怖。

６月３日 超山下曾参上！！Gt UD TR

６月３日 天空のポピーサイコー！！ １か月ぶりの秩父（笑）

１５回目ぐらい。 サイコー！！！また来るよ XD コアラ

６月３日 ３年ぶりに来てみました。このノートは８つ目のようですが、、１～７はもう残ってい

ないのでしょうか。下水道センターの職員様がこちらのノートを読んで HP に載せてく

ださっているようなので、その際にはお返事しただければうれしいです。お願いしま

す。

たいち様

秩父にお越しいただいて、ありがとうございます。過去のノートですが、皆さまの

思いが詰まったノートですので、大切に保管させていただいております。どなたでも

御覧いただけるよう、秘密基地に置いておきたいと思います。秩父への再訪お待ち

しております。

６月９日 関西人参上！！よかった。またきます。

６月１３日 久しぶりにきました。

缶バッチありがとうございます。しかもラスト！誕生日の前日に良い物を！家宝にしま

す！！ありがとうございました！！

秩父は第２のふるさとです（泣）！！○う



６月１６日 よ

６月１７日 誕生日（１９）前に参上！「あの花」大好きてす！

缶バッチありがとう！

秘密基地みーつけた！！

６月２４日 初めて来れた！！

今度は AE８６で来たい！！ はしもん

６月２４日 ３年ぶりに参上！！

わがはいはめたぼ

６月３０日 ８回目の参上だ！やったぜ。

７月 ３日 見つけた！大セ・内山 感動♡

７月 ８日 秩父最高です！！ また来ました！！！

寺坂棚田かがり火祭り キレイでした！！！

缶バッチありがとうございます！！！

☆超平和バスターズはずっとなかよし☆

今年の夏もまた来ます！！！

秘密基地、毎回いろいろ変わってますね 笑

☆浜辺美波（めんま）９月会えます！！！☆ ☆H・M☆

７月１２日 めんま(^O^)

７月１４日 あの花今でもぼくの心に咲き続いている by 愛知の旅人

７月１６日 めんまー会いたかったよォ

約２年超しに秩父来れました！！

お寺も橋もいろいろ行ってきたけど、これから、羊山公園行ってくるね（＾＾）

今年も素敵な夏を過ごしてね♡♡ きりん＆まっち



７月１９日 また秩父に来ました。（11 日ぶり笑）

川瀬祭りを見に来ました！！！

花火楽しみです。

旧秩父橋の清掃ありがとう！！！

☆超平和バスターズはずっとなかよし☆

また、8 月来ます！！！ H・M☆☆

７月２０日 2度目のトライでやっと秘密基地にこれたよ～！

また秩父に来たら寄るね！

超平和バスターズ！！Y・A☆

７月２１日 初めて他人と来た！！ E・T

彼女♡

７月２１日 今年長崎から「上京！！」７年超しの願いが叶った！！

８月１日 あの花スタンプラリーに来ました！！！ 暑いよー

ポテくまめんまかわいい！！！

龍勢祭りの奉納もしました！！！楽しみ！！！

秘密基地の展示とめんまがいたよ！！！

超平和バスターズはずっとなかよし☆☆

また来ます！！！ H・M☆☆

８月１日 すてきなところ、つくってくれてありがとう アキ

８月２日 やってきました！ 缶バッチ発見

ありがとうございます！

８月２日 缶バッチなかった（泣） うそ発見できた ありがと！

ステキな場所をありがとう↑ ミカ、ニキ

８月２日 あの花、ありがとう。

下水道センターさん、ありがとう。

８月５日 あの花永遠に！



８月５日 ひみつ基地みつけたー！！！

缶見つけた☆

感動～♡

８月８日 見ーつけた！！

８月８日 すげえ！

８月８日 感動しましたー♡

８月１２日 やっと見つけた！！ from 大阪（日本一周中）

８月１２日 あの花基地見ーつけた！！！！♡♡

缶バッチも見ーつけた！！ nono

８月１２日 めっちゃ遠回りしてやっと見つけた！！

残してくれてありがとうござます！！！

また来るね！！！ 超平和バスターズ ♡ずっと仲良し♡ りゅうまるるん♡

８月１３日 秘密基地みつけましたー！！

残して頂いてありがとうございます！！

８月１３日 雨に濡れながらも秘密基地を発見！

岡山県から片道１０時間もかけて来たかいがありました。

来年もまた来ます。超平和バスターズは不滅！

ズット仲良し！

あと缶バッチも発見。

岡山県からまた来ます。 FATE・TH

８月１３日 岡山から来ました。

秩父には今回で 2回目ですが、秘密基地をやっと発見しましたー！！

埼玉に来たかいがありました。また来たいと思います！

缶バッチも発見しました。

ちなみに、この文章は あの花の ED「secret base 君がくれたもの」を

聴きながら書いてます！ ０１０※



８月１４日 初めて来たわあ～

８月１５日 初めて来たわあ～ ユッキー＆ミティ

８月１５日 みーっつけた！ てつ＆すー＆まるこ

８月１５日 みっけ～ バッチあったぞ～ すう

８月１５日 バッチあったー！！

８月１７日 久しぶりに来た

今日は暑くないです 小

８月１７日 神奈川から来ました

缶バッチありがとうございます。

８月１７日 蜂が怖いです。

８月１７日 １５：００ あの花最高！ みさき

８月１７日（金） 平成最後の夏 秘密基地 見ーつけた！！

タツーイ参上

８月１８日（土） １６：０５ 缶バッチラストで入手出来ました。ありがとうございます。（ムラカミ）

１０周年イベント待ってます。

８月１９日 あの花最高～ by すずきさん

８月１９日 ３年ぶりに来たあ～！！

また来るよお！ 千葉より アム

８月１９日 ２年ぶりに、また来ましたー

バッチなかった・・・・次はあるといい と思ったらあったー！！

ありがとう。

めんまみーつけたっ！！ S＆E



８月１９日 また来てしまいました。

あの花最高ー！ ｂｙかえる

８月２０日 また来たよ！

夏になると来てしまう。

残っていて良かった！

また来年も来るぞ。秩父の皆さん、ありがとう byAU

８月２０日 あの花は最高でした。

いつかまた来ます。 ｂｙ広島 boy

缶バッチありがとうございます。

８月２１日 超平和バスターズはずっと仲良し！！

８月２３日 初めて来て感動！！

あの花最高～！ ゆきあつが一番 吉井新中学校 ３－２ №３

８月２３日 平成最後の夏、またここへ来られて良かった。

秩父へ来るたびに感動をもらえます。

あの花、超平和バスターズ大好き！ 上手な絵(人''▽｀)

また来ます。

缶バッチもらったよ～☆

８月２３日 服があってびっくり！感動しました！

８月２３日 あの花龍勢の募金をしてきました。

今年も成功するといいな 遠藤

８月２６日 初めて来て感動しました！

あの花大好きです！！ O．T／T．Okada

８月２７日 また来ます。 かいと

９月１日 秘密基地発見！！ あの花ファン５６才！



９月２日１６時４５分 また来たよ～来るたびに何か増えているような

９月３日 秘密基地発見したよん ♡めんま大好き♡ あっくん♡はる

９月８日 あなるすこ

９月９日 きちをはっけんしました！かんバッチを三つもゲットしました！！ あいのゆま

９月９日 発見しました！ あつ＆つむ

９月９日 初めて来ました！ また来ます

９月１６日 初めて来ました えのもと わたなべ

９月１６日 また来たよ。こんなに基地っぽくなって感動です。

字汚くてすみません～。

９月１６日 いつの間にかこんなにオープンな場所になっていたのですね！

まだこの場所があまり知られてない頃に探し回って発見した時の感動は忘れられ

ません。今後もぜひ残して欲しいです。 柏のイーグル

９月１７日 初めて秩父へ来ました！とっても楽しかったです！缶バッチいただきます！

絶対また来ます！ ハジメ

９月１７日 初めて来ました。また来ます。缶バッチ発見しました。ありがとうございます。 yori

９月２２日 やっと！発見できました！また、友達をつれてきます。 ichie

９月２２日 中がこんなにディスプレイされているとは思わなかった！！ なお、たか、みゆ、いおり

９月２５日 思い出の場所に友人を連れてやってきます。まっててね メンマ

９月２７日 秘密基地発見できました！！ めんま大好き！超平和バスターズはずっとなかよし

９月２７日 初めて秩父に来ました！あの花は一番最初にみた作品で大好きです！

今度は、僕のメンマを連れて来たいと思います！！



９月２８日 友人を連れて来ました！！ メンマとの約束果たしたよ

９月２８日 岡山から来ました。他にも色々まわる予定です。 めんま大好き！！○み

９月２８日 ３回目の秘密基地訪問。どんどんノートが増えていく。中には初めてきて発見してる人

もいてビックリ！！何年通って良い作品は色あせませんね♪

９月２８日 ふくくる食堂さんでランチをしてから２回目の訪問。次こそは！友達を連れて来よう！

ichie

９月３０日 その友達が来ました。ZERO

１０月２日 ５度目の秘密基地！夏は少し過ぎちゃったけど、毎年来ないと夏が終わらない気がす

る。毎年ディスプレイが増えてる気がして、多数に愛されている作品に出会えたことに

感謝。来年も絶対来るぞ！ 愛知 AO

１０月６日 悩みは尽きませんね。それでも秩父はいい所です。おやすみなさい。

１０月９日 ６度目の秘密基地。またここに来る為に１年ガンバル！！

超平和バスターズのみんな、見守りヨロシクねっ！！ 宮城仙台より

１０月１３日 ここに来たのは初めて ちばから来ました！来年も来るよ！

１０月１４日 １１：０８ 龍勢祭りの前に来ました。今年の超平和バスターズのロケットも見に行きま

す。

１０月１４日 千葉から来ました！！ 龍勢祭り後に来ました。また来ます。（＾＾）。

１０月１４日 今日はみんなと秘密基地を見つけました。超平和バスターズはいつも仲良しです。

１０月１５日 龍勢祭り最高でした！！ 秩父最高です！！！ また来年も龍勢祭り来ます！！

もう少しで１０周年！！ 次は夜祭りか？

超平和バスターズはずっとなかよし H．M☆☆



１０月１５日 １８回目の秩父！！！！

龍勢祭り最高だった！！！ いつきても秩父はいいねー

次は夜祭り！！！

超平和バスターズはずっとなかよし ×ロコアラ

１０月２１日 ずーっとココ探してました！

秩父最高っ！あの花最高 えのばん

１０月２２日 また来ます。いいネ！！秩父

１１月４日 缶バッチ見つけました！！やっぱり秩父は良い所です

また来ます

１１月６日 通算４日目の来秩父です。またお邪魔します。大セ・内山・宮澤

１１月９日 やっと発見できた！！ ヒロシです？ 湘南 かぐや

１１月１０日 秘密基地見つけた！！ 松尾、みゆ、みき

１１月１５日 念願達成！秘密基地見付けました。また来ます。 孝典 律子

１１月１７日 念願かないました！！ また来ます。（札幌より SA)

１１月１７日 また来ます。楽しかったよ～

１１月１８日 岐阜から来ました！！

秘密基地ホントにあっ！！感動！！

あの花サイコー！！ 雄基

１１月１８日 東京出身１９才

夢は「幸せな家族を築くこと」

結婚できますようにがんばります！ 誠也

１１月２９日 １２月２９日に結婚式！！

幸せな日にする Ami



１１月２４日 遅い出会い、遅い訪れとなっちゃったけど、やっと来れました！皆大好き！必ずまた

来ます！秘密基地。。

みーつけた！！ 真南斗

１１月２９日 やーと見っつけたー！！

この先に「めんま」のサンダルが引っ掛かった石もある？ぞー！！秩父最高ー！！

八王子のアナコンダ

１２月２日 バッチ見つけた！ありがとう

１２月２日 バッチみーつけた！暗闇の中きました！ありがとう！

１２月４日 秩父夜祭り最高でした！！花火とてもキレイでした！！

今年はあまり寒くなかったかな。

また来ます！！

超平和バスターズはずっとなかよし バッチもらいまーす

１２月１５日 秘密基地発見！

一人で人影のない道を歩くのはちょっと怖いけど台湾から来て、ここみ見つけるのは

本当に嬉しい

超平和バスターズのみんな、楽しい思い出をくれてありがとう～

１２月１６日 八王子から来ましたーやったー

見つけたー

地元の方は人柄もよく秩父最高ー！！

センターの方バッチありがとうございます。

また来ます秩父！ 「行こうぜ一部」！！

＜＜HIKARU＞＞

１２月１８日 地元保育所から散歩に来ました

３・５歳児みんな大喜びでしたー

１２月２２日 今年の秩父納めで来ました。来年も来ます。

１２月２３日 八王子から、今年は夜祭りにこれなくて残念でした。

八王子から他の人もけっこう来ていてびっくり



１２月２４日 メリークリスマス！！ 高谷

１２月３０日 茨城＆栃木から来ました！

バッチもみつけたのでもらいます♪

ありがとうございます。

あの花最高～！！

１２月３１日 愛知から来ました。やっとみつけた！

超平和バスターズ最高！！

超平和バスターズは、ずっとなかよし アフロ

２０１９年

１月１日 埼玉から来たボーカリストです。

来年の目標はライジングサン出演です。

ここに来た人は見にきてください。

青の花は見たことがありませんが、メンマが好きです。

１月１日 三峰神社の帰りに来ました。

今年は「超平和バスターズ」の願い！

世界が平和になりますように！！ 八王子のアナコンダ

１月４日 やっと発見できた！

途中あの花撮影に出くわした。

超平和バスターズ最高

１月５日 今年、最初の「秩父」です。

今年もよろしく！！

１月１１日 あそびに来たよ！ めんまみーつけた オ

１月１２日 みーつけた。 まも＆あり

１月１８日 久しぶりに来たよ。

缶バッチみーつけた。 にゃんた NYANTA

１月２０日 やっと秘密基地見つけた！！！ｂｙゆーた



２月 １日 岐阜から来ました！！

今年も世界が平和でありますように．．．ｂｙ K．K

２月 ３日 澪茶、拓海、大貴、龍、健登

俺たちが超平和バスターズだ

３月 ２日 めんま みーつけた！

渋谷の超平和バスターズ！

３月 ２日 めんま みっつけた！

池袋の超平和バスターズ！ たにぐらとおのでら

３月 ３日 めんまみーつけた！

さいたまの超平和バスターズ！ いでこうじ

３月 ４日 めんま みーつけた！ by 超平和リトルバスターズ！

３月１２日 めんま みーつけた！ 西へ東へ（職場は盛岡） by pony 72

３月１２日 めんま みーつけた 上尾の超平和バスターズ K．T

３月１９日 めんま みーつけた！！！！ ｂｙかこる

３月２１日 春分の日（祝）良い天気！！

３月 29日 缶バッチ発見 夏にまた来ます。 WK

３月３１日 秘密基地みっけた！

缶バッチ最後の一つ頂きました。 横浜市 MA

４月 ３日 仙台より また来ます！！

４月 ３日 バッチ見つけました もらっていきます ありがとうです M.H

４月 ５日 キター



４月１０日 大雪！！ 10回以上きて初めて！桜も雪もきれい♡

４月１１日 大雪後、羊山公園にも行ってから秘密基地に来ました！！

もう 4 回目になるけど多くの人がきてますね。

超平和バスターズは永遠に不滅だあ～♪ 神奈川県横浜市より

約半年ぶりになるけど秩父いいよね！！

４月１３日 めんまみーつけた ｂｙバッチ見つけました。ありがとう

４月１６日 秩父最高です！！ スタンプラリー終わりました！！！

桜きれいでした。天気もいいし！！！

超平和バスターズはずっと仲良し

秩父三部作目 楽しみです。

また必ず来ます！！！

４月１７日 まさか、こんなにもあの花好きがいて感動です。これで仕事頑張ろう K.I

４月１８日 缶バッチありがとうございます。また来ます

キャー嬉しい♡バッチ発見 ありがとうございます。 COCO

４月２０日 やっと見っけたー！！みなさんの思い出のこれにかけて嬉しいです。

芝桜きれいだった―。缶バッチみーつけた！

次の三部作はやくやんないかなー！

超平和バスターズ最高！！

令和になってもずっとなかよしだよ！！

４月２４日 空青が発表されて、あの花もう一度見直されるといいよな 八王子 E

４月２３日 昨年 6月ぶりに来ました。

缶バッチ芝桜 Ver Get!ありがとうございます。

４月２５日 めんまみーつけた！

超平和は永遠に

４月２８日 大好き



４月２９日 めんまさんだいふぁんですだいすき

４月２９日 熊谷から来ました。ちちぶのおばあちゃんちにくるとかならず来てます！！だいすきで

す。テレビでみました！！

だいのファンです。また来ます。超平和バスターズ！！

４月３０日 めんまあいにきたよ～！

４月３０日 超平和バスターズ改め 令和バスターズ（笑）

茨城から来ました。２０１３，２０１５，２０１９通算３回目。

海人 和也 伊織 祥之助

４月３０日 めんまにあいに来ました

５月 １日 また来ます ＴＭＫＭ

５月 ２日 また来まーす

５月 ３日 アニメは立派な日本の文化！ from 栄進

５月 ３日 めんま大好きだよー

また来るね

超平和バスターズ！

５月 ３日 めんまに会いに来てプロポーズ成功したよ！！また来るね！！ toyo＆kao

５月 ３日 チャリできた！ けんぽ

５月 ３日 ３年ぶりにきた Y．Ｋ

５月 ３日 ３年ぶりに来た N．Ｋ

祝「令和」世界が平和でありますように 超平和バスターズの願い！

令和元年５月３日



５月 ３日 神奈川から聖地巡礼しに来ました。あの花大好き♡

超平和バスターズはずっと仲良し はるか しょうた

５月１１日 神奈川から来ました！六回目の秘密基地！３年ぶりに来ました

超平和バスターズはずっと仲良し ゴリウス

５月１２日 こんなにもたくさんの人に愛されるなんて素敵です！

また遊びに来ます モグタレ

５月１２日 原作みてすぐに会いにきました

５月１２日 めんま かわいい ZERO

５月１５日 あの花マンホール探し

めんま→西武秩父液

じんたん→定林寺

後の４人は？どこにいるの？ ichie

５月１５日 おおウワサ通り ここ入ってもいいんですね。

巡礼初期入っていいのか微妙なかんじだったので（笑）

５月１９日 横浜市からソロバイカー参上！！

これから西武秩父駅にも参上す

超平和バスターズも みんなも ずっと仲良しだぞ！！

５月１９日 マンホール巡りと街巡りラリー行って来ました。

街巡りラリーは今日で終わりですがマンホール探してみてください。

５月１９日 姉と父と一緒に来ました！！無事にマンホールもコンプリート

わらじかつと味噌ポテトも食べましたよ。

メンマ大好き♡あの花大好き これからもあの花おします！！

ちちぶにまたくるね。あの花めぐり 秩父に住みたいよー

なつき

５月２０日 １年ぶりに来たらなんか色々増えてる えいじ



５月２３日 自転車日本一周している中国人です。めちゃくちゃ探してやっと来ました！

感動しました！９０日間の旅を満足で完成できるようになりました。

超平和バスターズはずっとみなさんに愛されるように！

５月２９日 令和元年

久しぶりに来たらまた増えてるってばよ～！！

次来たら「令和」物があるのかしら？

６月１日 埼玉に引っ越してからやっと来れた！！ここをみつけるの本当に苦労した～！！

また来るよ めんま！！ 骨ニキ

１年ぶりに来たら グッズの数に驚いた

４年連続で来てるけど１０年来れるように頑張ります ゆうしょー

６月８日 ２年ぶりにきました。

やっぱりすてきな場所です。

また来ます しし、せんこー

６月１６日 ２週間ぶりの秩父！！

今日は良い天気！！

６月１９日 秋田のドライバー初上陸

７月１４日 久しぶりの秘密基地訪問

今日は１日秩父橋周辺のおそうじ大作戦のお手伝いで秩父入りしました。 ｂｙスラリン

７月１４日 神奈川から来ました。

やっと見つけることができました。 おはる

７月１４日 大阪から２度目の訪問！

７月１６日 ７回目の訪問です！！めんまみーつけた。

７月１９日 １年ぶり３回目です。

私達より先に猫ちゃんの秘密基地になっていてビックリでした。また来ます♡

真介 裕子



７月２０日 やっぱり あの花 は最高です！

これからも、みんなで秩父をもりあげましょう！

８月３日 秩父三部作公開で再び注目されてほしい！！ 八王子

８月４日 あの花最高！！見つけれてうれしいです。 ｂｙよっと

８月４日 スロット化おめでとう ｂｙペロリスト

８月５日 令和初！２年ぶりに来たよ！ 栃木のおやじ

８月６日 みーつけた！！ すー

８月６日 ドキドキしました。。。 たけし

８月９日 スタンプラリーついでに初訪問

８月１０日 また来たよ！！ ○小

８月１０日 2回目来訪です ｂｙ大空

８月１３日 はじめまして！ ペコ

８月１４日 また来たよ！！ ゆっきー＆ミティ

８月１５日 チバ

８月１７日 女 4人であの花めぐり（？）しに来ましたー！！

８月 18 日 いやー外なら川まで下りてもまったく判らなかった。こんな見えない所探し出すなんて

すごい！

８月１９日 あの花最高 ｂｙP 山カイト

最高の思い出をありがとう しの



８月２５日 かっけすよ

８月２５日 あの花最高―！！

初めてキター！！

チョー嬉しい☆

見つける事ができて良かった－ ｂｙけんちゃん

８月２５日 やっと見つけました！

めんまに会わなきゃ夏は終われない！

やっとこれで僕の夏は終わった。。。。。。 しっちょん from 群馬

８月２６日 やっと発見！！

有給使って来た甲斐あったよ。 しゅんたん長野

８月２６日 あと 1時間でチャリ返却 あの花最高ー！

雨宿り バッチ発見

８月２９日 超平和バスターズのおかげで人生が変わりました。これからも秩父と一緒に多くの人

に愛されまうように。

８月３１日 たどりついた！！めちゃうれしい

超平和バスターズ最高 ｂｙ江田島

８月３１日 友人が知っているのに教えてくれず近くまで来たのに探すのに約 1時間経ちました。

つかれた。

９月１日 遂に来ました！！ 順一

９月 1日 まだあった！ よかった～ かず

９月１４日 大阪から来たよ！！楽しかった！！ す

９月１４日 じんたんとあそびました。たのしかったです。めんま自分も楽しかったです。！！じんた

９月１５日 これてよかったです。



９月２１日 リバイバル上映会で来ました！

2度目だけどどうしても寄りたくて。

めんま、青の花、秩父ありがとうまた来ます

９月２３日 秘密基地に遊びに来たー！

「ふむ」全都道府県自転車旅

９月２３日 スラリン参上 ２０１１年中に見つけた場所

１０月１３日（日）は龍勢祭りだよ。

みんなも一緒に盛り上がろう。


