平成２１年８月～２１年１１月
（順不同。用字については原文のままとします。
）

１． こんにちは。親子３家族で来ました。娘と婿と孫、息子と孫、私と
主人。総勢８人です。年に１回旅行をしてます。今回は大成荘にお
世話になります。今日と明日、２日間泊まります。明日も１日、孫
達と楽しく遊びたいと思ってます。足腰に充分気をつけて頑張りま
す！！
２． 昨日来て今日帰ります。この近辺は何度も来てますが、大成荘利用
は、はじめてです。食事もおいしかったし、スタッフの方のサービ
スも良く、また来たいと思いました。
（大人３人で来ました。
）あり
がとうございました。
３． 紅葉がきれいで、いい旅でした！！
４． 食事が大変おいしかった！
５． 今度で３回目の宿泊です！又、来年も来たいと思います。お世話になりました。
（日野在住）
６． ２０年ぶりに親子で宿泊しました。前回は小さな子供たちと来ましたが、今回は年をとった親
と来ました。違った楽しみが出来ました。食事が豪華で食べ残してしまいました。申し訳ありま
せん。又の機会に…。ありがとうございました。
（平山住民より）
７． 大変お世話様になりました。食事が大変美味しかったと同時に、スタッフ皆様の温かい気配り
に感謝します。来年も又、宿泊したいと思います。ありがとうございました。
８． 卓球、楽しかったです。
９． お食事が夕食・朝食ともおしゃれで、おいしかったです。お世話になりました。
１０． 事前にパンフレットを送っていただきましたので、いろいろ今まで行かなかった牧場の方ま
で行くことが出来、天気にもめぐまれ、楽しい旅行ができました。又、夕食がとてもおいしかっ
たです。大変おせわになりました。
（O.Y 様）
１１． 最高のお天気に恵まれ、１日目も２日目もあちらこちらの峠をめざし、森林浴と撮影とで満
足な旅でした。大成荘も（前からそうですが）食事が良く、お風呂も良く、心安らぐ宿でした。
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又、来年もきっと来ます。
（Y.K 様）
１２． 大成荘はいつ来ても食事がおいしくて（お風呂も、もちろんいいです。
）満足して帰ります。
夕食は A 定食を頼んでいますが、それでも私たちにとっては十分です。安い料金でこんなにい
い宿に泊まれて、日野市民であってよかったなと、思っています。お世話になりました。
１３． 久しぶりに大成荘に泊まります。朝、９：３０出発。以外に高速道路はすいていました。み
ずがき山をスケッチしてきました。快晴に恵まれて、ヘタクソですが、満足です。みずがき自然
公園から見上げるみずがき山。圧巻！すばらしかった。もう少し早かったら、紅葉もきれいで良
かったでしょう！これからお風呂に入って夕食で～す。夕食も楽しみです。（多摩平 大塩
様）
１４． コンニチハ（＾ロ＾）今回で大成荘に来た回数はなんと…！１０回目で～す！やっぱ大成荘
は最高ですよね～（笑）皆さんも楽しんでってくださ～い。
１５． こんにちは～！！大成荘やっぱ、さいコーですね～。皆さんも楽しんでください。
１６． 国立 IC→八王子まで渋滞１６ｋｍ。高速に乗ったとたんに、渋滞で動かないってどんだけ
～？（笑）やっと須玉についても太陽は出てこず、あいにくの曇り空。やっぱり、東京とは違っ
て肌寒い。遊びに来るのに風邪には注意！！こんなに寒くても、清泉寮のソフトクリーム食べま
した。ここに着くまでいろんな所で、いろんなもの食べたけど、夕食は別腹！！ 第１回卓球大
会開催！！現役大学２年生が優勝！！３人なのにめっちゃ燃えました。汗を流しにお風呂へ直行。
ゆっくりしてきます。行ってきま～す。夕食はおひつごと、おかわり。２回目のごはんも完食♡
１人３回はお茶碗でおかわり。食い過ぎだよ…。朝食も、おぼん沢山におかず乗せて、いただき
ます！！ 親子３人組、参上！！又来るねぇ～♡ お腹一杯。楽しさ一杯。思い出一杯。
１７． １０月２８日～３０日

２８日は飯盛山に登り、２９日は駒ヶ岳に登り、初めてゴロ石の

せまい所を登り下り。下を見る余裕はなく、もしつまずいていたらと思うと、大成荘には帰るこ
とは出来ない。何とか無事に着いてよかった。３０日の朝食はおいしかった。中華サラダは味も
よく美味でした。出来ましたら、夜に納豆があると良かったです。メタボリックの私には量も多
く、メタメタになりそう。いろいろお世話様でした。又、来ますよ～！！
１８． １１月１日 大成荘に着いた時は、小雨になりちょっと残念な気持ちもありましたが、窓か
ら紅葉が雨に濡れた景色はとてもゆったりと久しぶりに忙しさから開放された気分でした。今回
は夫婦２人で初めて大成荘に訪れました。娘は高校生。明日は学校ということもあったり、又な
かなか親と一緒に行動することが少なくなってきて、来れませんでした。今日、明日で大成荘の
良さに触れて、子供に伝え、今度は娘も一緒に来れたらと思っています。料理の一品一品に心が
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こもっていて美味しかったです。お隣のテーブルのお年寄りご夫婦は、昨日の夕食では残されて
いたようでしたが、朝のバイキングではご自分に合った物（やわらかいもの）などを選べたのか、
ニコニコして食べていました。朝のバイキングも、とても良かったですし、係の方たちの心遣い
にも感謝です。♡ 帰りには雨も上がり紅葉を楽しみながら帰路に着きたいです。本当にありが
とうございました！！
１９． １０月２５日 昨日、日野台の自宅を出てこちらに来ました。途中、美しの森で紅葉を見に
行きましたが、とてもきれいでした。その後、萌木の村へ行きましたが、イベントをやっており
ゲキ混み。いつもは閑散としているが、活気があった。それより寒くて見てられなかった。
（要
コート）チェックインでまずは風呂。ようやく体が温まった。それから卓球をやって、お腹がす
いてる所で夕食。とてもおいしかった。今日は帰るが、ガラス工房でも寄って行こうかな～。
２０． １０月２８日 初めての利用でした。建物のデザインにビックリ！フロントに入り、又また
施設の素晴らしさに２度ビックリ！！夕食もなんとホテル並み。スッカリ大成荘のファンになり
ました。今回は直前（１ヶ月前）の申込みで、予めの計画行きは抽選で中々取れず！！大変です
が、来年も再来年も挑戦致します。今回１泊２日、気持ちよくリラックス～。ありがとうござい
ました。
２１． 横浜市 引地様 他５名 今回で６回目の訪問です。いつもおいしいご飯（朝夕ともに）お
いしく頂いています。
２２． ９月２６日 毎年２回は当大成荘へ４名で来ている者です。早朝に日野をスタートして、中
央道→圏央道→関越道→長野道で上田・菅平 IC で下り上田城、真田幸村に関する色々のことを
調べたり見たりして、それから大成荘へ来ました。全国的に大人気である真田幸村・上田城は聞
きしに勝る素晴らしいことを知りました。是非、皆様も上田城へ足をお運びしてみては如何です
か、ただし歴史を調べてから行かないと単なる城にすぎませんので注意。今年の紅葉はこの清里
あたり、いつもより少し早めなのでしょうか。もう、少し色づいてきていますね。夜は屋上より
さえさえとした月と木星、etc を眺められ幸せでした。いつも最高においしい食事をありがとう
ございました。
２３． １０月９日 初めて八ヶ岳大成荘に来ました。台風の後だったので、空がとても澄んでいて
気持ち良いです。
（ちょっと寒いかも…） 車がないので、駅から徒歩でしたが、宿の人が丁寧
に道案内をして下さり、助かりました。次は家族で又来たいです！（南平 独身男 様）
２４． １０月２３日 初めて来ました。今まで立川に居ましたので、立川山荘には来ましたが、日
野がきれいで一度来たいと思っていました。昨年、日野に越してやっと来られました。とてもき
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れいで、食事もおいしくいただきました。私は虫が大嫌いなのでちょっと困りましたが、まあ～
スタッフの皆様の気持ちの良い事でガマン～。お世話になりました。ありがとう！！
２５． 例年通り八ヶ岳ロードレースを応援し、八ヶ岳自然ふれあいセンター内の写真展や樹木占い
等を楽しんで４時過ぎ大成荘に着きました。スタッフの方々の笑顔に迎えられ美味しい風呂吹き
蕪、秋刀魚の南蛮漬など大いに幸せを感じさせて貰いました。月に一度のリフレッシュタイム、
今年はあと２回、よろしく！（石井 様）
２６． １０月２７日 日野に住んで３０年以上ですが、初めて大成荘に泊まりました。全てが気持
ちよく過せました。ありがとうございました。夜空の星がとてもきれいでした。
２７． １０月３１日 日野に住んで７年で初めて泊まりました。知人から、
「いい所で毎年家族で訪
れている。
」と聞き、伺いました。食事もとても美味しく、楽しい一時を過ごす事が出来ました。
ありがとうございました。
２８． スタッフの方々の皆さんとっても感じが良く、食事もおいしくて、雨でしたが楽しく過せま
した。ありがとうございました。
（市役所近くに住む人 様）
２９． 大成荘 さいこう！
３０． 天気にも恵まれ、その上大成荘のスタッフの人々の親切にも恵まれ、紅葉にも恵まれ、楽し
い時を過ごす事が出来ました。又、訪れたいと思います。ありがとうございました。
（百草住民
様）
３１． 9 月 27 日 まっかだな～ まっかだな～ つたのはっぱがまっかだな～ もみじのはっぱも
まっかだな～

清里駅から大成荘までいつものようにのんびり歩いて、秋の気配を楽しみま

した。まむしぐさのまっかな実も見事でした。前回 8 月 30 日に来た時、清里駅の工事も大分進
んでいましたが、今回アッと驚いたのは C56（蒸気機関車）がデンと勇姿を現していたことで
す。ツアーの客に取り囲まれてカメラのフラッシュを浴びて昭和 13 年生れの輝きを放っていま
した。
（石井 様）
３２． 10 月 10 日 こんにちは！！今日、私達はこの大成荘に来る前に「シャトレーゼの工場見
学」と「パターゴルフ！」に行ってきました！！工場見学はガラス越しに工場内の様子を見学で
き、更には無料でアイスキャンディーなどを試食できたりするのでおすすめです（＾＾）また、
パターゴルフはパターだけを使うゴルフで大人だけでなく子供も楽しめるのでこれもおすすめで
す。大成荘は私は小さい頃から来ていて、毎回毎回、本当に良い所だと感じています。建物はと
てもおしゃれな造りだし、食事は本当においしいし、本当に本当に素晴らしい所です！！また、
是非来たいです！！！
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３３． お風呂でお湯あつかったよ～。
３４． 今日で大成荘に泊まるのは 2 回目！！1 回目は学校の移動教室に行った時です。でも、前は
団体部屋だったのが、今回は一般の部屋なので、とっても広いし、トイレもあるし、洗面台もあ
るし、すごくうれしいです。でも、ちょっとお風呂があつかったです。ごはんもすごくおいしか
ったです。明日のバイキング楽しみ～！日野市民は大成荘に来なかったらソン！大成荘最高！ま
たゼッタイ来たいです！その時は大成荘のみなさんよろしくお願いします。
３５． ぶどう狩りをしました。ご飯を食べました。おいしかったです。にじますをつりました。楽
しかったです。
（ごとう たける 様）
３６． お皿をつくりました。お馬さんにも乗りました。
（しな しいな 様）
３７． 孫夫婦と総勢 3 家族で楽しく過させていただきました。お風呂も気持ちよく、何よりも夜朝
共に食事がおいしくて大満足でした。昨夜、皆で眺めた星空が余りにも感動的で思いがけない、
よい想い出となりそうです。みんなで卓球をしたり、バドミントンをして、存分に遊ばせていた
だきました。ありがとうございました。
３８． 9 月１4 日 初めて使わせていただきました。星がとてもきれいで感動しました。流れ星見れ
ました♡ ごはんおいしかったです！！お部屋もとても快適でした。とてもよく寝れました。み
なさんとても良い人で過しやすかったです！ありがとうございました。お世話になりました。ま
た、機会があったら使わせていただきます！！
３９． 10 月 30 日 八ヶ岳の紅葉を見に来ました。大成荘は何回も利用させて頂いています。子供、
孫と一緒だったり、友達とも。今回は主人と 2 人で久しぶりにゆっくりとした時間が持てまし
た。八ヶ岳は四季折々に楽しめ、大好きな所です。紅葉は「から松」は終り、
「八ヶ岳高原大
橋」から見る八ヶ岳全景。
「東沢の赤い橋」からの眺望も素晴らしかった。又、春の芽吹きの頃
来たいと思っております。いろいろありがとうございました。大成荘のスタッフさんの笑顔でい
やされました。お料理もおいしかったですよ。
（M・M 様）
４０． 11 月 2 日 ごはんおいしかったです。またきます。
（さわ ちゃん）

初めて来ましたが、

スタッフの方々の対応もとても気持ちよく、お食事もおいしかったです。次回は祖父母を連れて
きてあげたいと思いました。どうもありがとうございました。
４１． どーも♡ 私は東京都日野市、日野第七小学校に通っています。毎日楽しいので、学校に行く
のも楽しみです！ありがとうございました。又来ます。来年はかならず学校で来ます。待ってて
ください！！
４２． 9 月 20 日 1 泊 2 日で大成荘に泊まりました。ごはんもおいしかったです。また、来ます。
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安くてサイコー♡♡
４３． 9 月 20 日 大成荘に泊まりました。ごはん、卓球、いろいろなことをしました。窓の外を見
るとトンボが止まっていました。楽しかったです。
４４． 10 月 11 日 2 泊 3 日で大成荘にとまりました。あさごはんもすごくおいしかったです。
（バ
イキング）よるごはんもおいしかったです。大成荘、安い！又来ます。
４５． 10 月 17 日 とてもよく眠れました。
４６． 10 月 30 日 今日は、金曜日に来てがらーんとしていて、卓球は何回でもできそうです。3
日お世話になりまーす。
４７． 10 月 31 日 AOI でーす！私は初めて来ました。料理おいしー。おふろもよかったでーす。
またきたいなー。

ティルスオブデスティニーのリオン好きです。ファンクラブ作りません？

（YURINA 様）

MARINA どぇーす ハロウィーンの時に大成荘に来たの～。まじ楽し～

寝るときみんなで寝て楽しかった。料理はビミョーって言うか、キノコがきらいなの。スポーツ
チョーとくいです。野球ならってま～す。

小三 るうみでーす。ポケモン見てるお子ちゃま

でーす。絵もヘタッピで、いいとこなし？

MIZUKI 様 ここで初めて卓球をしました。

楽しかったでーす。虫（カメムシ）が多くて…bu 外は東京より寒かったけど、すずしかった
（＾＾）紅葉きれ～い

パパは日野に長いこと住んでいるけど初めての大成荘。料理がおいし

いのに驚き。あ！昼間食べたレストハウス八ヶ岳もおいしかったね。これも驚き。でも、もっと
驚いたのは、朝一番で立ち寄った南清里レジャーセンターっつったかな？だって、従業員が誰も
いねー。放置 P されまくり～。朝からくじけるよな～。でも、ここで取り返したよ。
４８． 友達ときました～！卓球とかやっていたので、おもしろかったです。ガラス工房がたのしみ
です！！
４９． 日野の夢小と潤徳小の者で～す。最初はつり！…と、思いましたが、まよっちゃいました。
でも、やりました。楽しかったです。鯉をつりました。明日はパターゴルフをやります。
MIZUKI 今日、鯉を 3 匹つれました。楽しかったです。夜はもっと盛り上がるぞ～！明日の
パターゴルフ楽しみ

HALLO！！地味子です。「出てこいや！」にこだわってます！

MARINA で～す♡ つりはおもしろかったデス♡ 女の子だけで旅行に行った気分でした。
AOI 明日のパターゴルフ楽しみで～す。

また会う時まで（＾▽＾）
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