平成２１年９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． 11 月 21 日 今日は４～５年ぶりの大成荘で、家族み
んなで楽しみにしてました。17 日に雪が降って、も
しかしたら行けない？？って心配だったけど、来れて
良かったデース♡♡ 子供が生れる前（6 年前）に来た
とき、シベリアンハスキー（たしか、
「ふぶき」って
いう名前）がいたけど、今日は見かけてないけど、ど
うしたのかなあ…と。元気だったらイイナ♡ ご飯も
すごくおいしかったです。おかわり、たくさんしてし
まいました。朝のバイキングも楽しみぃ。天の川見た
よ。きれいだったよ☆ また来て、見たいよ☆ 大成
荘の皆さん、ありがとう！！また、泊まりに来ます。
２． １月２日 あけましておめでとうございます。３１日から泊まってます。夏に１回来ました
が、また夏とは違う風景が良いと思います。 １日はスキー場に行ってきました。
（シャト
レーゼリゾート内）ここから２０分ぐらい。今度ここに泊まる人は、どんな楽しみ方をする
のかな？

（伊藤 和也様）

３． １月４日～５日 明けましておめでとうございます。今回は家族でスキーに来ました。いちば

ん下の子が幼児なのでこどもゲレンデのあるサンメドウズスキー場（車で１０分くらいか
な）に行ってきました。子供たちも初級なのでちょうどいいです。リフトもあんまり並ばず。今
日はスキスキ。小海はまえ行った。ケーブルカーみたいなのに小さい子は喜んでいました。シャトレーゼ、
ケーキが食べたいならお勧め。イベント時は着ぐるみがお菓子を配ってくれたりする。マドレーヌみたい
なのがアルミに包んであるおやつがおいしいです。ハーバーみたいなの。

大成荘にはたくさん来ているので回数は忘れました。料理おいしいし、きれいだし、大
好きです。♡

ありがとうございます。清里駅近くの『グラタン屋』さんは美味しいです

よ。グラタン、ドリアかな？ おいしいです。先日、乙女の湯？だっけ？ ←ここにある
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室内プール我が家だけで誰もいないし、広いし、貸し切り状態で楽しかったです。水着な
ないとだめだけど・・・。
４． １月４日～５日

（程久保、鈴木様）

ここ大成荘に泊まりました。夜食はおいしかったけど、量が…多かった

食べきれなかったデス‼ けど、デザートは別バラで、アップルパイがチョー→うまかっ
た。 スキー場はガリ×２でよくすべらなかったけど、チョー→楽しかった。パパね‼
よっぱらって～（ビールで）大変。

夕方 のちょう上

今年の学校のかきぞめは「新春の光」をかき、入賞できるといいです。
（夢小５年 鈴木様）
５． １２月３１日からとまります。(^_^) みんなゲームタイムです！ 絵へたでゴメンナサイ。
このキャラは・・・・です！
６． １月１０日

卓球ばっかりやってましたが…

いろいろありがとうございました！！！

ご飯美味しかったです。午前中は（チェックイン前）スキーを楽しんできました！ 寒かっ
たです…。風呂に割と早く入ったので、誰も居ず広い湯船にゆっくりつかれました♨
７． １２月３０日（水） 今日は３家族でスキー旅行に来ました ♡

まず、信玄もちをたく

さん食べるため、信玄もちつめほうだいに行きました。おかしもたくさん持ってきました。
○ ポテトチップス

〇 ポイフル

〇 レモンスカッシュあめ

○ ジューシーラムネ

〇 紅茶茶館あめ

○ 新潟仕込み

〇 アンパンマンラムネ

〇 プリッツ

明日はスキーです。寒さ対策にカイロも買いました。 （三沢、七生緑小 ６年 みづき）
８． １月１０日（日）

きょうはかぞくでスキーにきました。まだすべっていません。まいと

しこのやどにとまっていきます。ことしもここにきました。たのしみたいです
（原 実央 様）

しょくどうからふじさんが見えたよ。

９． １月１１日

しかみつけ
たよ

毎年１月の３連休お世話になっています。夕食のデザート、アップルパイ

あたたかくておいしかったです。スキー場小海リエックス すいていると聞いていったけ
ど、混んでいて食事も大変でした。リフト代食事代など少し安いです。明日はいつものサ
ンメドウズに行って、帰ります。いつも安く泊まらせてくれてありがとう！
(日野市在住 ３７才 女 様）
１０． １１月２２日～２３日

一昨年１１月会社ＯＢ会として初めて１泊２日で来ました。

今年もまたＯＢ会で１泊２日できました。着いた日の夕方部屋の外を見たら動物がいたの
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で何の動物かなぁ～と思いすぐフロントに行って聞きました。そしたら鹿とのことでした。
とてもラッキーでした。
今回は団体棟にとまりました。とてもゆったりとして大変良かったです。夕食もいろい
ろ手のこんだ品々でとても美味しく大満足でした。朝食はバイキングで、これまた大変美
味しく頂きました。日野からは近いし、今度は家族も連れて来たいと思います。これから
寒くなって大変だと思いますが、スタッフの皆様方お体に気をつけて頑張ってください。
（ＯＢ会浜田様他４名様）
１１． １２月１２日～１３日

双子座流星群をみるために宿泊しました。２２時以降外へ出

られないのですが、２１時には雪がちらついてみることはできませんでした。午前３時に
起きて家族でベランダに出てみると星が見えました。流星群も見られてよかったです。
(神明在住)
１２． １月１日

あけましておめでとうございます。私は１２月３０．３１．１日と大成荘

に泊まりました。ここで年を越したんです！！ 年をこす前の３１日の夜には年越しそば
も出していただきました。１日には甘酒も♪ ご飯はとても美味しくて１日の朝にはおせ
ち料理も出していただきました。アップルパイなどはとてもおいしかったです。フロント
の方もやさしくしてくれてうれしかったし、しんせつでした。中もとってもきれいであと
５日いたくなりました。♡

大成荘最高です♡

また春にこれたらきます♡
(三沢在住)

１３． １月１０日

２泊３日で友だちの家族と一緒に大成荘に泊まりに来ました。(毎年冬に

来ています) たっきゅうしたりごはんもおいしくとてもよかったです。
（ＡＫＩ）
１４． １月１６日～１７日 今日は友達と一緒にスキーをやりに来ました❤ 午前・午後とス
ノボーをたくさんやって大成荘に泊まりました。☆彡
夜ごはんはすごく美味しかったです。♡ 疲れた体をふきとばしてくれるような感じでし
た。 (^。^) デザートのアップルパイもあたたかくてとってもおいしい。今回大成荘
に来るのは５回目（？）くらいでここの近くのスキー場に行くときはいつもお世話にな
っています。大成荘のみなさんいつもありがとうございます。これからもよろしくお願
いします。ご飯＆お風呂のあとには卓球＆バトミントンをやりました。すごく楽しませ
てもらい、運動までさせてもらいすごく感謝です。室内もきれいですごく居心地がいい
です！ いつもなぜか「ききょう」の部屋で毎回びっくりしています。ここの部屋とは
本当に毎回ここでほかのへやは
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ないんです！

運があるのかなぁ…なんておもいます。来年は中学生なので来れるかどうかわかりませ
んが,来たいです。
１５． １２月３１日～１月２日

初日の出も部屋から見られました。難病の主人も病院から

外泊して満足して帰ります。職員の方々の心配りに感謝してまた来れることを祈りま
す。
１６． １月１６日

(東豊田在住)
今日は友達とスノボーに行きました。そして大成荘に泊まりました。今

回、何回目かは小さい頃にもいっぱいきているのでわかりません。２年ぶりにきた大
成荘はぜん²変わってなかったのでうれしいです。夕食はとてもおいしかったです。
明日はまたスノボーをやります。とても楽しみです。大成荘にはタッキュや場とミン
トンがあったのでとても楽しかったです。サイコーです。

（ＳＫ 小６）

１７． １２月２９日～３１日
そりすべりをしました。はやしのなかにしかがいました。ごはんとてもおいしかった
です。またきます。

（ｂｙ なな）

２回目の大成荘です。今年もサンメドウズで雪遊びをしました。娘はすっかりここがす
っかりお気に入りでここに住みたい！そうです。野生のシカ(３頭)にも出合い可愛か
ったです。また遊びに来ます。
１８． みえ県から来たあずです。ここに来たは２回目―。塚ここどえらく安くない！やばいて
ほんま安いのにごーかちゅうのガええよなぁ。❤ ❤ あずはみえ県の四日市からき
たケド、雪はあんまり降らへんわ☀ そやでここにきてつもっとるとまじてんしょん
あがる。とりあまたくるで。ありがと。どーもあずからのコメでした。
１９． １２月１２日

すずらんのへやはふじさん見えるしサイコー。

２０． １２月２８日

今日の夕食はちょ～ボリュームあったし、初めて「すき焼き」を食べ

た。それと生たまご嫌いだったけど何とか食べれた。でもどれもおいしかった。楽し
いしセルフサービスでほかの別荘やほてるとちがっておもしろい‼
２１． １１月２２日

わたしは大成荘に２回来たことがあります。❤ けっこうたのしいし、

家からはすごくとおいけどたのしいよ。♪

また来たいです。

２２． １２月１２日

わたしは大成荘に５回以上来たことがあります！ いいでしょ～。

２３． １２月１３日

今日晴れたら、
「ふたご座流星群」が見られるハズだったのに、気づ

いたら雪…。

こんな天気だったのに―‼ でも、もしかしたら流れ星が見られる

かもしれないので空の見張りを続けるぞ！
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➩１２／１４ アサ４：３０頃 たくさんの流れ星をみました。３０分位で２０個も
見られました。東京と違って星の数も多く、満点の星空ってこのことだなぁって思い
ました。寒くて凍えそうだったけど、流星群を見ることができて大満足です。
２４． １月３日～５日

今日は雪が降っていました―！！ 寒かった…⇓

けどたくさん

すべりました。明日も明後日も頑張っていっぱいすべります。ダイヤモンドダストが
見たい…❤
１/４

（by りょうか）

明日で大成荘もスノボーも終わり。だからさびしいよ～！ またこれるか

らいいけどね ∘ ∘ ∘ 明日はたくさん滑ってチョー楽しみます。大成荘さんまた
来ます！よろしくお願いします.
１/５

（by なつみ）

今日は大雪！でも風がふいててさむそ～。でも今日もたくさん滑るぞ‼

３日ってみじかすぎ～。また来年来れるといいな。また来ます‼ そしたらまたよろ
しくお願いします。

（by あさみ）

ごはん美味しかったです。ありがとうございました⇈

またよろしくお願いしま

す☆彡ここに来年も多分来ます↑
２５． １月１６日（日） 家族でスキー！ すごく楽しいです。学校などが始まっているけどそ
んなのとんでいっちゃった～。ちょ～楽しい! また来たいです。
「ごはんもおいしい」のり
のりで～す。 （by MIYUKI RINOA MAMA

TAKASIKUN KAZUMI ちゃん）

２６． 冬枯れの清里も清々しくて良かったです。よく大成荘は利用させて頂いてます。友人とは
団体棟で充分！お喋りがメイン＆ ここの「売り」はお食事ですから。今回も満足でした。
デザート、これはもう「芸術品」です！かわいらしい柿ゼリー。今回は孫連れでうるさくて
申し訳なかったです。又、来ます。スタッフの皆様お元気でお過ごしください。
（平山 浅
沼 様）
２７． 明けましておめでとうございます。世界平和でありますように！ 大成荘で穏やかに過さ
せていただくこと、感謝感謝。食堂の皆様、いつ来ても心のこもったお料理、ありがたいで
す。おせち、気配り、心配り、愛情が伝わってきます。とても美味しい。どうしてこんな美
味しいお料理が出来るのでしょうか。不思議です。又、又、美味しいお料理をいただきに来
ます。本当にありがとう。ごちそうさまでした。
２８． 明けましてお目出度うございます。息子家族との楽しい、楽しい旅を過させて頂きありが
とうございました。 感謝 合掌
２９． すごく…きれいです。小学生のときに来た大成荘のままでした。寒いです。冬、超寒い。
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「城下町のナポレオン」って「いいちこ」の事ですか？（西平山在住 えーりん 様）
３０． いつも利用させて頂いております。結婚１０周年の旅行で、７才になる息子とスキーで来
ました。以前は１５年程前に、付き合っていた現在の主人と…。建物は味わい深くなってき
た様にも思いますが、美味しいお料理と清潔なお部屋に、いつも頭が下がります。これから
も、変わらぬ大成荘であって欲しいと思います。スタッフの皆様、お正月から連休と大変だ
と思いますが、頑張ってください。お正月のお料理とてもおいしかったです。
（東豊田 Ｍ
様）
３１． 大成荘に宿泊してスキー。今年は２回目です。例年４～５回は来ております。一人旅です
が、今日は宿泊者０。あの広い食堂で一人ぽっちの食事となりました。でも、平日はこんな
ことが度々あります。大成荘の皆さんには申し訳ないと思うのですが…。８０歳をこえまし
たが、６０年近くやってるスキーはどうしても止められません。私のビョーキです。近頃は
年寄りにやさしいシャトレーゼに、はまっています。まだ、数年ガンバルつもり。
（多摩平
住人 様）
３２． 朝起きると、雪が舞っていた。雪景色、すばらしい。大成荘は静かで、食事もおいしく、
車で移動するのに、とても良い場所です。また、遊びに来る予定です。 ※大成荘のホーム
ページ楽しく見させていただいてます。小生の記した「リレー旅日記」も掲載され、旅の思
い出として、楽しく読ませていただいています。また、宜しくお願い致します。
３３． ３日連休で利用しました。２１日は学校の発表があり、こちらには来られませんでしたが、
２２日に来ることが出来ました。日野は雨のようでしたが、こちらは晴れていました。良か
った。大成荘はいつも清潔にしてあり、気持ちよく利用できます。ありがとうございました。
夕食はお肉おいしかったです。
３４． 年を重ねると、だんだんと遠出がおっくうになります。古希を迎え、大好きな山行きも激
減した私達夫婦も、大成荘には月１回通っています。一には、四季折々に八ヶ岳、南アルプ
スの山々が表情を変えて迎えてくれること。二には、大成荘のスタッフの笑顔と工夫された
美味しいご馳走が待っていること。一年を振り返って感謝あるのみです。（神明 石井
様）
３５． ３：３０ 外へ行きました。外に出たら、雪がたくさん積もっていました。そして雪がっ
せんをしました。雪がっせんをしたとこは、ここの駐車場でしました。とても、楽しかった
です。
３６． １月４日

昨日の夜は、星がきれいでした。寒かったけど、流星がいくつか見えました。
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東京と違って星がよく見えます。
３７． 今日は、初めてのスキーに行って楽しかったです。シャトレーゼスキー場に行ってきまし
た。又行きたいです。
（程久保 なおき 様）
３８． スキーが初めてで、でも、すごく楽しかったです。夕飯や朝ごはんが、とてもおいしかっ
たで～す！！(^。^)
３９． 朝、バドミントンと卓球をしました。朝ごはん、バイキングをたくさん食べた後、ちょう
ど良い運動で、とても楽しく過せました。又、来たいと思います。お世話になりました。
（ゆきこ 様）
４０． 一昨年に続き２回目で、偶然、同室で過ごすことが出来ました。美味しい料理と、スタッ
フ皆様のあたたかい、おもてなしに感謝です。三回目が実現することを祈りつつ…。日野市
に勤務してて良かった！
４１． ２０代から２人で山歩きをして、今年古希を迎えた私たち。中央線普通電車で何度も登っ
た沿線の低山や、南アルプス、八ヶ岳などを車窓から眺める喜びを毎回感じながら、小淵沢
に着く。今回は甲府盆地では霞がかかり、山は薄ぼんやりしていたのですが、小淵沢あたり
でスッキリと晴れわたって、山の想い出が次々と湧き出す。清里駅からいつものように大成
荘まで歩く。人の誰も歩かない雪道を行くと林の中を鹿が駆け上がって行くのを見たりして、
嬉しくなる。足腰の衰えを感じるこの頃。５０分かけて、大成荘に着く頃には、膝の伸びも
よくなり、動きもなめらかになる。今回はお正月の抽選にはずれたが、私達以外宿泊者は他
に誰もいないという初体験。スタッフの皆さんには、申し訳ないような気分だが、いつもと
変わらず接してくれ、ありがたかった。日野に住んで３３年になるが、大成荘のお陰で充実
した月１回の旅となっている。
（神明在住 石井 様）
４２． 初の試みで、お隣さんと２家族でやって来ました！！ 楽しさ倍増！！同じ事をしていて
も新鮮で、子供も大人も大喜びです。また是非！！
４３． 昨日は横谷渓谷に行きました。紅葉は終わっていましたが、歩きながら、いくつもの滝や
奇岩、巨石をながめ楽しみました。マイナスイオン２００００個/ｃｃの乙女滝や王滝、おし
どり隠しの滝を見たりとあきさせないコースでした。心地良い疲れを感じながら、大成荘に
着き、にこやかに迎えていただきました。夕食も大変おいしく、スタッフの方々もきびきび
と働いて、気持ちよかったです。初めての利用でしたが、とてもリフレッシュできて、感じ
のよい時を過ごしました。ありがとうございました。
（横谷渓谷：奥蓼科で松川渓谷と共に信州随一の紅葉の名所といわれている。H.P から。
）

-9-

４４． 昨日から 1 泊、5 家族で来ました。
４５． 2 年ぶりの 104 号室。着いてすぐリレーノートを開いたら、1 ページ目に自分の字があっ
て、飯盛山から大成荘に来たことを懐かしく思い出しました。今年 2009 年は 60 代最後の夫
婦 2 人、11 月の初めに早々と息子達夫妻の招待で上高地の帝国ホテルの古希祝を愉しんだば
かり。穂高連峰の初冠雪の朝夕（モルゲンロート、アーベンロート）は、見事でした。若き
日の山旅は「想い出を残して歩け！」とばかり、今にして思えば強行軍だったなあと、感心
してしまいます。今年は月 1 回、大成荘にお世話になり、毎回工夫のある美味しい食事に幸
わせを感じ、残り少ない人生の旅を豊かにさせて貰っています。（神明在住 石井 様）
※30 日（月）朝、障子を開けたら雪！<ふるさとを語り明かせば雪紅葉> 阿鬼
４６． 今日はここに泊まることになりました。ラッキー♡ (*^_^*) また、ここに泊まらせてい
ただきます。１０～２０回目で～す。パチパチ～ また、来ます。
４７． 今日きたー！初めての冬の大成荘！！(*^_^*) チェス借りようと思ったのにない。メッ
チャ、楽しい旅になるといーな(^^)v

2 日目。スキー、スキー♪ 超楽しかったよ！

まじで、冬の楽しみですよね。皆さんも是非！
４８． 私は大成荘に 3 回来たことがあります。いつ来ても楽しいです。又来たいです。
（Ｓ．Ｍ
様）
４９． 私は、友達と来ました。14 人で行きました。3 日 4 日 5 日で遊びに来ています。スキーで
は、1 日目は 11 回すべり、あとは、いっぱい遊びました。夜は小さい子などと、たくさん遊
びました。
５０． 今回初めて泊まりましたが、とても雰囲気が暖かく、お料理もおいしかったです。食堂、
スタッフの皆さんの笑顔も明るく、良かったです。又、泊まりに来たいと思います。ありが
とうございました。手作りアップルパイおいしかった！（1 人旅 様）
５１． 大成荘に来たのは今回で 5 回目です。スタッフの方々もとても親切でやさしくしてくれま
した。食事もおいしくて、お部屋でも快適に過ごすことができました。また、来たいです。
追伸 クラフトのクリスマスツリーがかわいかったです。作るのはとても楽しかったです。
５２． 1 月 4 日 今回で 5 回目です。今日はシャトレーゼスキー場ですべってきました～。疲れ
た～。大成荘に着くとホッとします。今日からお正月料理ではないのでしょうか？ いつも
いつも食べきれないほどのおいしいお料理楽しみ！！ おいしかった。満腹。苦しい～～で
す。
５３． 1 月 4 日 大成荘の朝ごはんは、バイキングで、たくさん食べれてよかったです。バイキ
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ングがあってありがたいと思っています。ケーキを食べました。おいしかったです。大成荘
に来て良かったと思ってます。卓球、楽しかった。
５４． 1 月 8 日（晴） スキー場に行くとき、南アルプスと中央アルプスが見えた。スキー場で
初めてのスキーをしたら、いきなり、うまくできた。また、スキーをやってもっともっと上
手くなりたい。 （小林 様）
５５． 家族と母を連れて来ました。小学校、学芸会ふりかえ休日だったので、大成荘に行こうと
思いました。日野市の小学校はインフルエンザＡ型が流行り、どの学校も学級閉鎖になって
います。うちの子供は、いちばん下の幼児がかかりました。熱は４０．５くらい 2 日間。あ
とは元気だったが 3 日間は外出禁止なので、それが大変でした。
「外、行きたい」
「遊び行
く」など．
．
． これからは季節性インフルが出てくるのかな…。まあ、今はみんな元気で、
大成荘に来ました。たくさん来ているのですが、子供はここを「ホテル」と呼ぶ！？ 外出
して戻る時など、
「もうホテルに帰る？」と聞かれたりする。きっと、きれいだし、対応が
良いから、そう思い込んでいるのかな？ 食事はすごく美味しかったです。1 口食べては
「美味しい」。これも「美味しい」(^。^) 大成荘の食事は美味しいと実感しています。
今日はトナカイ作りに行き、
「おいしい給食」というお店に行ってみたいと、思います。今
は、私、幼稚園の役員をやっています。(*^_^*)

思った以上に大人の世界は大変で、まい

ってます。もうすぐバザーがあります。無事、何事もなく終了出来ますように．
．
．とにかく、
お天気になることを祈っています。
５６． ヤーみんな。私の名前は紳士アイカワ。明日もここにいるよーん。これを見た人は 3 日以
内になにかいいことがあるぞ。えっ？ 何？ 今日は何をしたかって？ ハハハ、スキー
さ！！ ついでに明日もハシゴだぜ！！おーっと、もう時間だ。何時だと思う？オレも知ら
ん。歯はピカピカに磨いたか？じゃあ、寝るぜ。おやすみＺＺＺ
５７． 1 月 2 日 年末 31 日よりお世話になりました。従業員の方々のお心遣い、お料理、全て
申し分なく、気持ちよく過ごさせていただきました。ありがとうございます。また、是非う
かがいたいと存じます。
５８． とてもたのしかったです。またきたいです。
６０． 僕は、大成荘に来たのは 2 回目です。前に来たときより、夜ご飯が食べやすくなっていて
良かったです。今度は 5 年生になって学校の移動教室で来るのでその時を楽しみにしていま
す。
（三小４－１男＜11 番＞ 様）
６１． 1 月 11 日 2 泊 3 日 私は府中に住んでいます。でも、府中山荘には行きません。なにも
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かも、自分たちでやらなくてはいけないし、バイキングもないからです。大成荘の方がもっ
と豪華です。私は 5 年生では、ここに来たいけど来れません。だから、ちょっとさみしいで
す 家族で来ました。またきたいです。楽しかったです。
６２． 12 月 19 日（土） １３：３０到着 今日はサンメドウズ スキー場に行きました。新し
く、ターンのパラレルができるようになりました。家族で来ました。 最初は滑れなかった
けど、すべれるようになって、うれしかったです。
６３． 夕食も最高。朝食を外で食事をするなら、この大成荘で食事をすべきだ。

（夫は脳

梗塞で半身不随。左手で書きました。食事はおいしく、食べきれない程でした。雰囲気もよ
く、又来たいと思いました。ありがとうございました。
）

（勝又 様）

６４． こんにちわぁ♡♡ 日野市の中学 1 年生で～す！ よろしくねぇ

大成荘って、超きれい

だよね♡ 泊まれてよかったとおもいます。マジ 大成荘ＬＯＶＥッス☆ スキーもメッチ
ャ楽しくすべれました♡

大成荘サイコ～

６５． 私のパートナーはＴｂ（トロンボーン）
。私はバレエダンサーになるコトが夢です。全国
で 1 位になりました．
．
．Ｈｅｙ！Ｓａｙ！Ｊｕｍｐ

（Ａ・Ｋ 様）

私は三中生徒です。一中とか、三沢とか、いたら（来たら）うれしいです！元、四小なの
で、これでだれだか分かると思いま～す。私も吹部でＣｌ（クラリネット）やっています。
ＴｂとＳａｘとＴｐは仲間だよ～♪ １/２７～１/２９までスキー教室でしたあー。サンメ
ドウズに行ったよー。他の学校はどこなのかな？？ 室長なので長々と文、書きましたー。
６６． 1 月 30 日（土）快晴

シャトレーゼのスキー場に行って来ました。6 才の娘のスキーデ

ビューです。10 時頃到着し、午前中にリフト 2 本乗って、昼食後はキッズのスキースクー
ルへ。止まるところから、丁寧に教えて頂き、2 時間で 1 人でリフトに乗って、下まで滑り
おりるところまでして頂きました。スクール後、親子でリフト 2 本乗って楽しみ、大成荘へ。
いつものように明るく、温かく出迎えて頂きました。今回もおいしいお食事、楽しみで
す！！
６７． スキーに来ておせわになりました。
（じゅん 君）
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