平成２３年２月～２３年５月
（順不同。用字については原文のままとします。
）

1.

2011 年 4 月 2 日（土）東日本大震
災で宮城県などが津波に襲われて大
変なことになっています。募金活動
をおこなってください。

2.

卓球やバドミントンをしました。
むずかしかったけど、楽しかったで
す。また来たいです。

3.

2 回目の宿泊です。温かいおもてなしや、とてもおいしいお食事に感動します。お宿
近くの森の散策、まきば公園、美し森などを歩き、のんびり過ごさせて頂きました。

4.

大成荘は一年に 3 回（冬・夏）きていますけど、全然あきません。なので、まいかい
くるのを楽しみにしています。今年、わたしは 2 月なのでスキー場に行きます。テレビ
でスノボーで転んで出血していたのを見て、ちょっといつもよりか、
「こわいなぁ」と、
思いました。私は、スキーをやるので、がんばりたいです。いつもありがとうございま
す。

5.

（3 年 高尾茉衣 様）

定年後、年に１回位の回数で利用させていただいています。すばらしい環境で、食事
もおいしく、いつも感謝しています。お蔭様で、この周辺の大自然にずい分と身近な触
れ合いができています。これからも市民の別荘として、がんばって下さい。
「今回は入
笠山に行ってきました。頂上近くは雪道でびっくり。花はまだまだでしたが、座禅草に
お目にかかりました。帰りに井戸尻遺跡に寄りました。縄文期の土器の素晴らしさに大
感激でした。
」2011．4．29

6.

2011．4．30 はじめての大成荘でしたが、とても楽しい時間をすごせました。食
事も想像以上に（失礼）おいしく、おなかいっぱいになりました。今度は新緑の季節
にきてみたいです。スタッフの方々もお世話になりました。

きょう、たのしかっ

たことは、ねるのがすきだったです。
7.

2011．4．9～10 家族 5 人で遊びに来ました。今日は、息子の９才のおたんじょう
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日。よい思い出になりました♡（ケーキ屋さんの紹介、もちこみ、カットなど、ありが
とうございました。
）

くもっていて星がみられず残念･･･。小さな望遠鏡をプレゼン

トしたので、次回は、はれるといいなー。

毎年１～２回来ています。いつも気持ち

良く利用させて頂き、皆様に感謝です。きれいなお部屋、おいしい食事、ていねいな対
応、ありがとうございました。

（日野市民）

今日は「おいしい学校」でランチ、

よかったです。
8.

２０１１．4.29～30 大成荘には、もう何回か行ったことあります！！
今日は５：００おきで、５：４０ぐらいに家を出て、ハイジの村に行きました！！遊
具や、花、それにグッズなど楽しく、特に楽しかったのはドライフラワーのリース作り
です！！色々なお花があって、遊ぶのにまよいました。先生方におしえてもらいできま
した。 次にパターゴルフに行きました！！イーグルチャンスまでは行くものの、ダブ
ルボギーになってしまいました。でも、これもいい思い出です！！ 夜は、お風呂に入
り、ごはんも食べ、とても幸せな料理ありがとうございます。朝はバイキング！！色々
な料理が食べれて良かったです！！ また来年も来たいです！！一日おせわになりまし
た。

9.

（日野在住 Ａ・Ｍ 様）

2011 年５/3～５/５ 一日目は 2 人、二日目から長男家族と合流しました。よく利用
しています。天気も良く、若葉もきれいでした。絵本の家は初めて行きましたが、もっ
と、ゆっくり見て来たかったです。
（時間の都合で） いつも楽しく利用させていただ
いています。

10.

（日野市 Ｆ・Ｍ 様）

Ｈ23・5 月 6 日（金） ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ！！パパ☆42 才 3 回目の
大成荘。娘とパパとママと 3 人で来ました。みんな風邪気味だけど、おいしいお料理
と気持ち良いお風呂でＨＡＰＰＹです♪ 明日はソフトクリーム食べに行くのが楽し
みです。

11.

2011・5 月 4 日 一泊。 こんにちは。大成荘、デビュー、初です。日野市民とし
て、今まで来なかった事がくやまれる位良いところですね。 食事は美味しいし、支
配人（他、職員の方）は良くしてくださるし（実は、当日いきなり来てしまったので
す･･･）とても感謝しております。

12.

2011☆5 月 4 日 こんにちは 大成荘のごちそうが、とてもおいしかったです。た
べれないぐらいあって、どれからたべていいのかわからなかったです。でも、とても
おいしかったです。
（７才で～す。
）また利用します。３Ｆのプラネタリウム見たかっ
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たなあ～。
13.

2011 年 2 月 19 日土曜日 たんとうＡＮＡで～す♡ 今日の夜にまくらなげをしたよ。
マジ楽し～～♡ 今日は山には行かず、道の雪を見ました。それでも、もうまんぞく(^。
^)また、来るぞ！！（すぐ来る）

14.

2011．3.5（土） 今年 2 度目の大成荘。今回もシャトレーゼで滑ってきました。春
スキーなのに雪質が良く、天気も暖かで気持ちよかったです。一部でモーグルの大会
が行われていて、ちらっと見学。１０才の子供との紹介がありましたが、とっても上
手で、かっこ良かった～。シャトレーゼでは、近所のお友達の家族や、習い事でのお
友達の家族にバッタリ会い、ビックリ。更に、今回はお隣さんと来ているので、ます
ます楽しい大成荘となります。

15.

2011．4.28 きょうは、初めて大成荘に泊まりました。フロントの方の感じの良い
接客、笑顔から始まり清潔感のあるお部屋、豪華な夕食（おいしかった～）
。どれも心
がこもっていて来てよかったわ～！！ きょうは、どこも空いていました。
・萌木の村
（メリーゴーランドに乗ったね）雰囲気＆ガーデンよかったです！！・道の駅南きよ
さとでは沢山のこいのぼり、ケーブルカー（小さなお子さん連れには、原っぱもあり、
よかったです！） スタッフのみなさま！！心のこもったおもてなし･･･どうもありが
とうございました！！またきたいです！！

16.

2011．4.29（金） 震災のあとということで、来るのをやめようか悩みましたが、
天気も良くて思いきって来て良かったです。ただ、ＧＷというわりに、夏に来たとき
より清泉寮もすいていて、道を走る車も少なく、これもやはり地震の影響なのでしょ
うか。せっかく来たので、明日、明後日思いっきり楽しみたいです。
（ママ）

清泉

寮でソフトクリームを食べた。おいしかった。旅館のおふろめっちゃ気持ちよかった。
4 月 29 日金よう日：けいたのかいたにっきはじまるよ。さいしょは、おふろにはいり
ました。そのつぎに、あいすをたべました。そのあと、よるごはんをたべました。た
のしかったです。
17.

４・３０（土） 今日は道の駅南きよさとで、バーベキューとつり。ちょっと寒
かったけど、近くの店でパンやソーセージを調達し、道の駅で野菜とチーズを買い、
景色もいいし、気持ち良かったです。夜は大成荘の食事がおいしくて、食べ過ぎまし
た。反省。

18.

５・１（日） あいにくの雨なので、すぐに帰ります。今回は赤ん坊連れでしたが、
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大成荘の方に親切に声をかけていただき、楽しく過ごせました。この大成荘ができて
から、何度も来ていますが、いつも満足です。今回は家族が 5 人に増えて初めて来ま
した。また 1 つ楽しい思い出が出来ました。ありがとうございました。
19.

5 月 1 日（日） 今日のあさごはんはおいしかったです。メロンをもっと食べたか
ったけど、おなかがいっぱいで食べれなかったよ。そのあとかえるときに（

）

をしてかえるよ。バイキングのシュウマイやパンなどすごいおいしかった。おふろも
気持ちよくて、よるごはんもごうかでとてもよかったです。バイキングはおいしくて
おなかがはれつしそうでした。また来たいです。
20.

5 月 7 日（土）くもり☁ 日野台～！！ 滝沢牧場での牛へのえさあげは無料で楽
しい！ 牛の食欲はすごくエンドレスでした！ 今日は昨日できなかった牛の乳しぼ
り行きます！

21.

この日記を読んでいるみなさんへ♡♡ きょうは、暖かい 1 日でした～！！ 大成荘
に来る時･･･シカがなんと 10 頭以上！！ 遠くてお顔はみえませんでしたが･･･（汗）
夜は土星や月を望遠鏡で見ました！！土星のまるく円になってるところが見れて良か
ったです。 明日は家族であそびにいきまぁす。たのしみ～～ ｂｙ Ｈｉｎｏ Ｒ
また来ま～す。

22.

2011 年 5 月 3 日 たいせいそうたのしかったです。またきたいです。
（山みや す
みか 様）

たのしかったです。
（山宮 彩夏 様）

23.

たのしかったです。またきたいです。 （ももか 様）

24.

４/２３（土） 題名「楽しいたいせいそう」 ピアノがおわった後、ここに来まし
た。と中で雨が降り、きりがでてきて、車のワイパーがずっと動いていました。5 年生
になったらまた来るので楽しみです。来てすぐに妹とおしいれに入って遊びました。
家にはおしいれがないので楽しかったです。

25.

5 月 5 日（木）～5 月 7 日（土） 久しぶりに大成荘に泊まりました！また、来年に
（新井在住 15 年 浅川沿い Sugar

宿が取れたら来たいと思います。
World 様）
26.

平成 23 年（2011）２．２１（月） 晴 ２１：２１分

大成荘へは年に 2 回以

上お世話になっています。日野市からこの大成荘へは、簡単に来ることが出来るので、
思いついたら即ぐきてしまいます。料理が美味しく、美味しくて食事だけでも来たい
と思います。 私達日野市民は、この大成荘をいつまでも、いつまでも大事にしてい
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かなければいけないと、常日頃から感じています。スタッフの皆さんどうもありがと
うございます。
27.

平成 23 年 2.26（土）晴れ！ 今日は小海リエックスに行きましたー！！ちょっとこ
てたよー！！また大成荘に来たい。スノボー？スキーがスキ？ごはんおいしかったで
す！来年もスキーたのしみー♡

28.

5 月 5 日（木） 4:35 に出た。渋滞しなかったです。 →9:00 清春芸術村 茶室・
徹 ツリーハウス かっこいい。桜がおわっていて残念。 →サントリー白州 →まき
ば公園 →大成荘 ゆったり。今日から 2 泊お世話になります。菖蒲湯、気持ちよか
ったデス。

色んな所を回ったよ！ありがとうございました。また来ます。
（弘法堂

りさ 様）

あっという間の 3 日間でした。楽しかったです。お水をとる場所の検

索。ありがとうございました。八ヶ岳のおいしいお水をいただいて帰りますね。
29.

2011．4.22～23 友人の紹介（とてもいい所との情報）で、宿泊をお願いしてく
れた人達とお世話になりました。公共の宿泊施設と聞いていたのに、とてもとても居
心地の良い所で、食事の良さには本当に驚きました。こんなにしていただいていいの
かしらと思う程。季節も盛り沢山。盛り付けの美しさも味も、高級なお料理屋さんで
の食事並。市民でないのにすみません。ありがとうございました。
（60 代女性 4 人で
来ました。
）22 日、原田泰治美術館、良かったです。23 日、清泉寮他予定。

30.

2 月 18 日 シカさん発見！！ 今日はサンメドウズのスキーに行った帰り、数キロ
いったら、シカを発見！！しかも、２０ｍぐらいも近づきました。ときどきこちらを
みていて、気にかけていましたが、にげませんでした。３とうのメスのむれだった気
がしますが、もしみつけたら教えてください。なかよく木の皮をむしっていました。
けっこう、でかかったです。♡シカのメスとオスのみ分け方♡ 角があるのがオス。角
がないのがメスです。真冬だったら、オスも角がぬけているので、要注意！！２月の
おわりごろから３月のはじめらへんでぬけまーす。

31.

約１０回目の大成荘。3/29～31 学校の時行ったカレーバイキングすっごくおいし
かったです！ 大成荘はいつ行ってもあきません！

32.

（あみ＆スカイ 様）

Ｈｅｙ Ｇｕｙｓ！ 2011．５/３ とうとうやってきた大成荘！ これで僕は 3 回
目。そのうち 1 回は八小の移動教室で来た。 本日１０：３０日野の家を出て、国立
府中インターから高速道路に乗るが、大渋滞だった。

33.
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34.

３/１５ １３日～１５日まで宿泊しました。その前前日には、東日本大震災が発生
し混乱が生じておりました。その中での観光ということで、少々気が重い部分もあり
ましたが、結果として貸切状態となり、非常に楽しめたと思っています。１４日に
行った女神湖→車山高原→霧ケ峰コースは３月になって、なお残雪に覆われていまし
た。女神湖は湖面が凍結していたため、人生初の湖面を歩くという経験をさせてもら
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いました。また、宿では夕食や朝食の量に圧倒されたものの、非常に美味しかったで
す。さらに、地震による東京電力の原発事故などで電力不足に陥り、計画停電が実施
されましたが、その中でもサービスを提供して下さった職員の皆様に感謝を申し上げ
ます。最後に、日本国史上最大の地震で犠牲になった方への冥福を心から祈ると共に、
停電による営業自粛を余儀なくされた本宿の一日も早い再開を願っています。
（日野市在学 Tomokazu 様）
35.

５/１０ 八ヶ岳移動教室 楽しすぎる～！！！おもしろすぎるー！！ 雨が降って
アイスクリームは 1 日目はたべられなかったけど、バスの中ではカラオケ、レク（あ
そび）をした。楽しいー。広すぎるー。またくるよー。

36.

おみやげもいっぱい！へやも広いきれい （レイサ）

37.

たいせいそうでチョコパズルがたのしかったです。

38.

Ａ Ｔです。なんといどう教室で 11 日と 12 日にとまります。２はく 3 日できまし

（ななせ 様）

た。このへやからは、食堂が見えました。りょうりがどんどんはこばれてゆくのが見
えます。
39.

今日は楽しかった。けど、すごくつかれた！ おわり

すげーつかれたよ！お

しまいてんてん。
40.

わたしは、きょうわたしは山道をいっしょうけんめいに登りました！

41.

おふろで友達ができました。おふろきもち～。おふろサイコー！き～も～ち～

42.

2011．4.30 大せいそうさいこう！たっきゅうやテレビを見ました。めっちゃたの
しかったです。またいきたいです。

43.

2011 5 月 11 日（水） 私たちはしゅうがくりょこうで大成荘にきました。この文
をかいたのは、Ｍ・Ｇです。

私はいどう教室できました。あいにくの雨でしたが、

とっても楽しかったです。Ａちゃんです。

私もＭ・ＧとＡちゃんとい動教室でや

って来たＭ・Ｔ。い外と部屋が大きいのでびっくりした。夜のカレーバイキングが楽
しみだ。おなかがすいて力がでないのだ。

Ｉ♡大成荘 わたしは、大成荘が大好き

です！ごはんはおいしいし、いごこちがいいです！
44.

３/５Ｈello！ 家族とお母さんの友ときましたぁ～！5 人で･･･。これで来たのは 3
回目デス♡ スキーに来ました。メッチャ楽しかったヨネ～みなサン！ 「あやめ」の
へやの子と友達になりました。

45.
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46.

大スクープ。ハイキング中に～しかの死がいがあったんだよ！！（川にあった！）
ビックリ！

47.

2011．5.16～17 老年の夫婦が初めて来ました。料理も、清潔な館内もリラックス
できました。採算がとれるか心配になりました。
（平林 様）

48.

２０１１．5 月 15 日 日曜日 来ました、大成荘！！今回は山には行きませんでし
たが、そのかわりジャージー牛のソフトクリームを食べました！マジ、うまかった。
ほかにも、大成荘の夜ごはんも、おいしかったです！大成荘に来ると、もう学校のこ
とも考えなくていいから、マジ、キ・ラ・クです♡

なんか私、大成荘以外の所、は

っきり言って･･･。それぐらい大成荘大好きです♡ 朝ごはん、うまい。 大成荘の人
に顔、覚えられたかも。また来てもいいですか？ あと 2 回泊まりたかった。 日野
はもう暑いのに、こっちはまだ･･･フレッシュ 緑がスンバラシイ。大成荘からはなれ
たくニャイ。
49.

たのしいぜ（死ぬぐらいに）

学校で移動教室に行きました。うし牧場では牛が

いました。
50.

どっかのどちらさんがかきました。ふとんをひくのがとってもたいへんでした。で
も、しぜんがみれてたのしかったです。もっとふとんをかんたんにするようにしと
け！馬鹿！！

51.

八ヶ岳移動教室 ５/１２（木） 大成荘がとてもすてきなところでよかったです。
ベランダがとてもしゃれていてすてきでした。とてもきれいなけしきがあってよかっ
たです。まるでどこかの別荘にいるような気がしました。
（大沼 様）
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初めての八

ヶ岳移動教室でとても楽しかった。大成荘がきれいでびっくりしました。1 日、楽しく
すごしたいです。
（名越 様）

バスに乗っていろいろな所へ行ったり、大成荘に泊

まったり、楽しく過ごしたいです。大成荘とてもきれいで好きです。（早川 様）
ハローというか、こんにちは。Ｓです。楽しみにしていた移動教室。でも、雨（ショ
ック！）ただかなしいです。
（Ｍ・Ｓ 様）

ハイキングは雨でそんなに歩けなかっ

た･･･。カレーはおいしかった。だけど、前日の夜にカレーをたべていたけど、おいし
かった。
（藤本 様）
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