平成２３年８月～２３年１１月
（順不同。用字については原文のままとします。
）
１． ２０１１．８．２３ ２日目の夜

２泊３日だ

ったのですが、雨が降り続いてあまり楽しめません
でしたが、よかったと思います！！
２． ２０１１．８．２３ キャンプだったけど、雨で
寒くてあまり楽しめず･･･！ でも楽しかった♡ キ
ャンプファイヤー、中学生チョーガンバってた！（♡
Ｆ・Ｎ♡様）
３．１１/０８/２３（夜） ああ、眠い。うん･･･眠いよ。
何でかって？それは眠いからさ！（kei.s 様）
４． ２０１１．８．２２ キャンプファイヤーの予定がキャンプファイヤーもどきだっ
た。
５． 最初はイヤだったケド･･･意外と楽しいかも！キャンプファイヤーでは、雨で中で
やったケド･･･私は屋内でやった方が良かったデス。
６． ちわー 今日わ、シャトレーゼでアイスを食べて、まきばぼくじょうで choco ちゃ
んとあいました。リフレッシュ
７． ８/２５ 大成荘の思い出 私は大成荘には今日で３回来た事があります。そして
今年はバーベキューをしたり、釣りをしたりして楽しく過ごせました。大成荘はごは
んもおいしいし、部屋もキレイでした。また来ます。じゃあさようなら。また来たい
です！！
８． 今日は、清里につきすぐに遊びました。明日のことは下に書きます。いままで何回
も来たので、ほとんどしっているつもりです。ではまた明日！！
９． ♡HAPPY♡たいせいそう♡ Hello―！！ My.name.is.AYANE 現在東京から来て
おりまぁーす♡ この場所サイコー。
１０． 「思い出」２０１１・８・２７ １・こわーい話しから、ちょーおもしろい話し
に、変わっちゃった！（笑） ２・名水公園「べるが」に行きました。滝の方のすべ
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りだいとかやって、ずぶぬれに･･･（^_^;） ３・川あそびの後に、バーべＱをしに行
きました！ そしたら！スムージーをのむのがはじめて！でした。なので、とーって
もおいしかったでーす。(^_^) ４・お肉とか、野菜とか焼いて食べました☆めちゃ②
おいしかったです♪やっぱり〆は焼きソバ（おっさんか！） ５・ＢＢＱの所の近く
に、小さいプールみたいなところがありました！そこでプールはいってはだしのまま
ゆうぐに行って遊んだので足が･･･！！大変！！になってしまいました！スベリ台の時
でだるまさんがころんだ！をしました～！いつものだるまちゃんではないのですごく
大満足。でも、あと１日（半日）あるのでうれしいのか、さみしいのかわからない。
１１． 私は家族みんなで２泊３日の旅行行きました！！☆はあんまりみれなかった最高
の１日でした。まだ２日３日とありますが、本当に最高の１日でした！バーベキュー
も楽しかったです。
１２． １０/９（日） 今日は清泉寮のソフトクリームを食べに行きました。牛乳の味
が本当にしました！！とてもおいしかったです。その近くのヤマネミュージアムとい
う所に行きました。ヤマネのことについて分かりやすく説明してあって良かったで
す！！明日はガラス工房に行ってみたいな～と、思ってます！！大成荘のご飯めっち
ゃうま～い！！です。 ―ちなみにコーナー― ヤマネミュージアムに行くと、カン
バッチ（？）みたいなのがもらえます。入館料３００円ですけどね。子供はぜったい
行くべき！！楽しいよん♪
１３． ８/２５（木）八ヶ岳楽し～。朝のバイキング美味しい～。特にかき氷！おみや
げの種類も豊富～♪
１４． ８/３１ リフトや花火たのしかったけど、ほしもきれいでした。よる、うつく
しの森にいってほしをみたら、たいせいそうよりほしがきれいでした。ながれぼしも
みられました。ほしはきれいだったよ。
（梶野 心結 様）
１５． ８月２８日しょくじがとってもおいしくいただきました。たきゆうもたのしかっ
たです。またいきたいとおもっています。ゆっくりたのしみます。雨ふってしまいま
した。
（小竹純一 様）
１６． ８月２８日僕は午前中は晴れてきましたので、夕方は雨が降ってきました。食事
はとてもおいしかったです。ワインジュースを飲みました。ソフトアイスクリームを
食べました。ご協力ありがとうございました。
（本間 康高 様）
１７． たのしくできました。また行きたいです。
（高橋 義男 様）
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１８． ８月２８日～２９日（月）まで大成荘に行きました。馬を見たりしました。ソフ
トクリームを食べて美味しかったです。ワイン工場も行って楽しかったです。また来
年も行きたいです。
（逸見 浩幸 様）
１９． こんにちわ。大成荘にとまってよかったです。ごはんもおいしかったです。来年
もきたいです。あと、山にのぼりました。八ヶ岳の「ニウ」にのぼってつかれました。
おかしをいっぱいたべやした。♡
２０． １０月１６日どうもでぇーす！ Ｈｅｌｌｏ！私は小６です。昨日の夜、クラフ
トで母とムラサキシキブのかべかけを作りました。思った以上に難しく大変でした。
でも、とてもぉキレイに出来て嬉しかったですぅ！私は移動教室で大成荘にとまれず
ションボリしていました。だから、家族と旅行するトキは大成荘がイイです。又、家
族や友達と一緒に大成荘にとまりたいです。清泉寮のアイスクリームは最高にウマい
でぇーす。んじゃ、またあう日までぇ！（笑）
２１． ２０１１．１１．１２ 秋の大成荘“初” なんか静かでいいな～ 今日は河口
湖、忍野八海散策し、上九一色村経由甲府南から高速でここへ。上九一色村、懐かし
いというか、あの事件まだ決着していない･･･。 いつもはＡの食事なのですが、食べ
きれないので、Ｂの食事にしました。量的にこれで充分！！！デザートも付くからこ
れからはＢにしようかと。Ｂは￥１，０００だしお得ですよ。次は１月に来荘します。
（南平 Ｋ様）
２２． 夜は早寝、そして早起き。とても健康的なのですが、ドアをﾊﾞﾀﾝﾊﾞﾀﾝと開閉（い
きおいでする）
。廊下を走る･･･。団体棟であってもマナーを守ろう！！親達注意をし
なさい！！これは躾であり世の中をみんなで過ごしていく為に大事なこと。
２３． ８・１８もくようび ごはんおいしかったです。ブろくたのしかった。ひまわり
あいすおいしかったです。きゅにでばたをつくりました。リフトにのりました。ぱぱ
はわきにくつです。
２４． ２１００年８/１９（金）たいせいそう♡ 今日は私が１１時におきてしまい、こ
こに着くのが４時半になってしまいました。でも、ゆっくりと時間をすごせました。
以前も大成荘に来た事がありましたが、変わらず笑顔でむかえてくれました！！ ご
はんもおいしく、気分はまるでお姫様☆（笑） 働いている人も優しく、みんなニコ
ニコ(^_^) 来る人も、働いている人もみんな笑顔まんかいで最高です！！感謝してい
ます♡♡ 長野の美しい景色～ｂｙにゅうかさ山。

-3-

２５． ８/２６～２８ ２泊３日で宿泊しました。料理がおいしかったです。これから
東京に戻ります。大成荘いい所！！
２６． ２０１１・８/２４、８/２５ 大成荘に来た時は雨がふっていました。去年も来
た時にはあめがふっていました。家族全員で来れてうれしいです。来年は来ないと思
うけど、２４．２５日を思いっきり楽しみます。
（Ｒ・Ｓ 様）
２７． ８/２２（月）２日目の夜 日野のとある団体で来ました。もう大成荘にお世話
になったのは何回目だろうか･･･。 昨日はあいにくの雨で、テント建てはしたものの、
団体部屋で泊まることに。一部嬉しそうな声がしたけどテントで寝るのも悪くない
よ？虫が苦手な人は仕方ないけど。今日の朝は雨でしたが、途中晴れたから「べる
が」という場所に行きニジマスつかみと川遊びへ～！ニジマスつかみは（確か）３匹
１２００円で、スタッフの方がさばき、自分達で焼くことができます。ただ火を通し
ながらも、魚は生きているので･･･ひれが動いたりいきなり口をﾊﾟｸﾊﾟｸした後、大口を
開いたりして怖いかもしれません。川遊びは、やはり前日からの雨で増水、途中半分
から流れが変わったりして。しかしそれでも楽しかったです。小さいながらもすべり
台が一ヶ所ありました。･･･上がった後は、とてつもなく寒かったですが（笑） あと、
ここでは工作もできます。私はえんぴつたてを作成。不器用ながらも頑張り、まあま
あの出来に。･･･私だけの内緒の言葉（？）をボンドで書いたのはここだけの秘密です。
そして今日の夕食のみ、大成荘でいただきました。毎回美味しいご飯をありがとうご
ざいます！中華ごちそうさまでした！！明日でここを去るのが嫌だなぁ･･･家に帰りた
くない･･･宿題･･･（泣）

大成荘の皆さん、毎年ありがとうございます！次回もよ

ろしくお願いします！！！（Ａ・Ｉ 様）
２８． ８/２６（金）１日目の夜 大成荘は４回目です！！ここは標高が高いからとっ
てもすごしやすいです。今日は８じぐらいのバスに乗って八ヶ岳自然文化園に行って
から、大成荘に来ました。とちゅう雨が降ってしまいましたが、楽しかったです。夜、
暗くなってからキャンプファイヤーをして、花火をしました。けむりがすごかったけ
ど、きれいでよかったです。１０時半ごろお風呂に入りましたが、良い湯かげんで、
きもちよかったです。

２日目の夜 今日は「べるが」という、温泉やプール、川

遊びなどができて、バーベキューもある楽しい所に行きました。川遊びで遊んだ後バ
ーベキューをしました。スムージー飲み放題でした（笑）夕方に大成荘に帰ってきて、
中華バイキングをしました。とってもおいしかったです。この二日間、とっても楽し
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かったです！！明日帰るので、すこしさみしい気もしますが、来年もおそらく来るの
でそれを楽しみにしています。

～大成荘のみなさんへ～大成荘はとっても良い所

ですね！！来年もまた来ます！！必ず来ます！！（Ｓ・Ｎ 様）
２９． ２０１１年９/１８（日）２１７号室～おだまきより～

大成荘は今年で２回

目です！私が一番いいなと思った所は「おふろ」です！理由はおふろのお湯が全然熱
くなかったので、入りやすかったことと、お湯につかる所からでてくるボコボコと出
てくるのが、すごくきもちよかったことです。お料理の味も最高でした！！もう明日
で大成荘とはお別れです。少しさみしいけど、また来年も行きます！！大成荘へ！！
その時はまたおせわになります。 夜に外へ出て空を見上げたら星がた～～くさんあ
って流れ星も見たよ～！！楽しかったよ 大成荘！！
３０． ２０１１．８．２３ ４回目の大成荘です。日野へ引っ越してくる前は府中市民
だったので、３人の子育て中隣の府中山荘には何度も来て、この立派な大成荘をなが
めていました。もう子供はついて来ません。昨日明野のヒマワリ畑を見てきましたが、
とてもむし暑くバテました。清里まであがるとさわやかな涼風で幸せでした。だんだ
ん家族から夫婦、子育てを通じてのママ友と･･･楽しみも変わってきました。暑さに疲
れた体は休まりました。昨夜は星空は見えませんでしたが、朝は雲の切れ間から富士
山が見えることを発見。朝食前の散歩も軽く歩いて２９００歩。空気がおいしい。２
泊３日くらいで来れるとゆっくり楽しめる気がします。ＴＶがないと、一日時間がゆ
っくり流れる気がします。おいしい料理、スタッフの方々の笑顔。リフレッシュして、
又明日から頑張ります。ありがとうございました。 でも清里も来る度に「変って」
ゆくように思います。
（西山 様）
３１． ２０１１．８．２５ みんなで大雨の中ぶどう狩りをしてから大成荘にきました。
ぶどうはとってもおいしくてたくさん食べました。その後はキッザニアに行って昼食
をとった後、遊びました。夏休みだったけどあまりこんでいなくて良かったです。４
才、６才、７才、８才の子供達をつれてきたのですが、絵本がもう少し子供向けのも
のがあると助かります。食事もおいしくたくさん食べました。ありがとうございまし
た。２日目の今日はお天気がよくなりそうです。
（高橋 様）
３２． ２０１１．９．１０（土） 友達ときました！（四小五年鈴木 様）
３３． ２０１１．９月２５日 とにかく楽しくておいしかったです！スイートポテトリ
ンゴやトマト、色々おいしかったです♡ また絶対来ます。
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３４． 今日は３才と１才のいとこといっしょにきました。ここは広くて２人ともたくさ
ん走りまわっていました。おふろはすごく気持ちよかったです。夜は花火をして、２
人がねた後、バドミントンをしました。ホールは広くてたのしかったです。また２人
がもっと大きくなったら来たいです！大成荘のみなさんありがとうございました。
３５． ２０１１ ８/２８ 私は合宿で２６日から来ています。今日が最終日☆最後の
合宿です。昨日もおとといも、思いっきり楽しんだので、今日も楽しみます♡ わたし
にとっても最高の合宿です。少し淋しいけど、最高の一日にします！！ 大成荘今ま
でありがとう！
３６． ２０１１ ８/２９（月） 今日は楽しい 1 日にします！私は今日で 3 回目の大
成荘です！1 回目は友達、2 回目は学校でのお泊り。3 回目は 1 回目のお友達ときまし
た！今日も最高の 1 日にします。大成荘♡大好き♡ （5 年 林 彩葉 様）
３７． ２０１１ ９/１０（土） 今日はとても楽しかったです(^_^) で、たべ物がた
べられるのが、とてもうれしかったです！（5 年 野中 優希 様）
３８． 8 月 19 日～8 月 20 日 ベルガの森に行って水遊びをして、にじますのつかみ取
りもして、サントリー白州にも行った～！ しんげん餅を食べて、道の駅こぶちさわ
で体験する予定で～す。
３９． 9 月 11 日（日)毎年 1 回は来ていま～す(>_<) 今年で今日は 2 回目です。来年
は 5 年生なので、きっと来ると思います。一番最高なのはふとんがふかふかできもち
よかったーー。ことです。こんどきたとき、よろしくおねがいします♡
４０． ２０１１．１１．５（土） 移動教室で 5 月くらいに来ましたー。今日、家族で
はじめてきたので、どうなっているのか、よ～くたんけんしたいです。たのしみにし
ています。
４１． ２０１１．１１．１３ 日野市南平に住んでいます。２７才、岩崎保昌といいま
す。栃木から２０の時に大学に。日野へ引っ越してから、もう７年･･･。結婚して、相
手方の両親とはじめての旅行になりました。山梨には中学校のサッカー関東大会以来、
旅行としてははじめてきましたが、良い所ですね。個人的な希望とすればコンビ二が
つぶれてしまっていたり街灯が無いなどがめだったので、その辺さえかいしょうされ
れば、とても住みやすい場所になると思います。また何年後にここにくるかわかりま
せんが、その時もまたこの日記がつづいていること、そして、この場所が、この環境
が良いままであるように願っています。ご飯がおいしいー♡
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４２． 平成２３年（２０１１年）１０月２９日土曜日晴れ 今回で大成荘に宿泊は７～
８回目。毎年、夏休みに２泊３日で来ていますが、最近は一泊２日。でも、来る際に
違った発見を見ることが出来、楽しみにしています。昨日は昇仙峡に行きました！平
日だから、あまり人はいませんでしたが、土・日・祝や夏休みとかだったら、人はけ
っこういるかも･･･。また来年来たいです。少し寒いけど･･･。
４３． １０月２９日（土） ２８・２９日と１泊しました！この辺りは日野にいるとき
より涼しくて、ひんやりした空気が気持ちイイです☆ 毎回お夕飯を楽しみに来るの
ですが、今回もスゴクおいしくって満足です。特にタンタンなべが濃厚で good！でし
た。朝ご飯もバイキングで楽しいです。作ってくださるスタッフのみなさま、ホント
にありがとうございました！また来年も家族そろって来たいです！！
４４． １１月２日（水)明日は祝日で一泊しに来ました。今日は平日で泊りのお客さん
が少ない為に、明日の朝食は残念ながらバイキングではありません。
（楽しみにしてい
たのになぁ～）１５人以下だったので仕方ないですか。洋食と和食と選べるので、我
家は和食にしてみました。どんなメニューか期待しています！！夜から来たので、夕
食は外食でした。今から卓球をしてきます。バドミントンも。
。
。 １１/３（木）おは
ようございます。朝ごはんバイキングではなかったけれど、とっても満足。おいしか
ったし、量も充分だし！！ごちそう様です。そして、ありがとうございました。又、
来年お世話になります！！
４５． １１月２日（水） 明日は祝日で一泊しに来ました。学校から帰ってきてからす
ぐ出発しました。大成荘まで２時間かけて来ました。大成荘についたときはもう７時
頃だったので、お風呂に入りました。お風呂は体が温まってきもちよかったです。お
風呂の後は卓球とバドミントンをしました。卓球はお父さんと対決をして勝ちました。
バドミントンはお父さんとラリーをして８３回、お母さんとやって１０６回、姉とや
って３５回でした。 １１/３（木）今日は起きてすぐにお風呂に入りました。朝のお
風呂はとてもねむけがさめました。朝ご飯は人数が少ないのでバイキングではありま
せんでした。でも、目玉焼きや野菜、フルーツなどがあっておいしかったです。また、
来年来たいです。ありがとうございました。

カメ虫が４匹いたので、ぼくとお父

さんでカメ虫を４匹たいじしました。
（ガムテープで）ブンブン飛んでました。
４６． ２０１１．８．２３～ ここ何日かずっと天気が全国的に悪く、東京も寒いくら
いだったのに昨日はこっちも雨が上がって汗ばむ陽気。たくさん遊べて良かったです。
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大成荘、やっぱりごはんがおいしい！･･･でも、私、夫、長男はお腹こわしました。次
男、三男は大丈夫。腹下し、３人だけに共通する食べ物はこの何日か通して夕食で出
た刺身とアイスだけなのでちょっと気になりますが･･･。冷えたのかな？！と、思うこ
とにして･･･。 ８．２５ 一昨日、昨日と天気が良かったのですが、今日、最終日は
残念ながら雨。でも、卓球を楽しみました。 今回も大成荘、満足です。ＧＷの時よ
り朝食のパンもフルーツもたくさんあって、子ども達もおなかいっぱい食べました。
赤ん坊も場所見知りせずリラックスしてすごせました。ありがとうございました。ま
た、秋か冬に来たいです。
４７． ８月２５日（木）てんき（あめ曇り)３日かんたのしくすごせました。ありがと
うございます。また、いつかくるとおもいます。その日はもっとあそびたいです。お
ねがいします。
４８． ２０１１．９．２５～２６ お世話になりました。何度目かですが、いつもいい
お風呂、食事、何より皆様の笑顔にホッとします。またよろしくお願いします。あり
がとうございました。
４９． Ｈ２３．１０．１７ 大成荘には数え切れない程来ています。いつもおいしいご
はんとそうじのゆきとどいた部屋でうれしいです。日野市民として、ほこらしいです。
実はいつも春･夏に来ていたのですが、秋に来たのははじめてなんです。秋の山々の風
景は最高です！また来ます！ 野辺山に行ってきます。
（５０代女性）
５０． ２３．１０．２８ 初めて大成荘に来ました。市民暦はもう２８年位なるの
に･･･。もちろん子どもたちは小学生の時に来てるはずですが。うわさには聞いており
ましたが、うわさどおりきれいで食事もよく、よい宿でした。紅葉は今年は早かった
のか、もうすっかり木の葉が落ちてしまい初冬の感じでした。一週間ばかり遅かった
ようです。お天気は雲ひとつない晴天でしたので、入笠山に登りました。八ヶ岳の全
容がながめられ、また、３６０度のパノラマで、とてもよかったです。また来たいと
思います。
５１． １１/５（土）私の住んでいる所には山が近くにないので、この大成荘には山が
あり、とてもうらやましく思います。 さて、今日私達は山の紅葉を楽しみにしてや
ってきました。私達がまずおどろいたのは、まっかっかの葉と、まだ緑色の葉があっ
たことです。今回は車山に登り、車山の山頂に行きました。
（とてもさむかったので、
もうなにがなんだか？） 大成荘に来ると思わず「ただいま～～！」っと言ってしま
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います。 さて、今日私達は日野市に帰ってしまいます。
（帰るのいやだなあ。
）大成
荘よ･･･。また会う日まで。
５２． 2011 年 8 月 23 日（火） 去年に引続き、今年も大成荘にきました。どことなー
く、まったりとした感じが好きです。今年感じたことといえば、清里駅周辺のお店が
少しずつ閉店していて、不景気オーラがじわじわとこの観光地にも押し寄せている感
じがとっても不安です。明日は我身的なこわさを覚えずにいられません。この国は一
体どうなるんだろうか～～。などと考えつつ眠りにつきました。―合掌。＜2 回目の大
成荘は気のせい？ より＞
５３． 2011 年８/２３火曜日 今日は東京の日野から来ました！大成荘のごはんがとて
もおいしかった！おふろもとってもきもちよかったです！こぶちさわにある「おもだ
かや」というところでかった、招き猫がとってもかわいかったです。招き猫はちっち
ゃいので手にものります。わたしは、大せいそう二回目です。来年もぜったいきま
す！すっごく楽しいです！
５４． 2011 年 8 月 24 日（水） 東京から大成荘に来て、ゆっくりさせて頂いています。
木がいっぱいで森林浴が何より気持ち良いです。大成荘の方、色々お気遣い頂きどう
もありがとうございます。もう、秋の気配が･･･。だいぶすずしくなって来ましたね。
観光シーズンもひと段落かどこもそんなに人混みという事は無く良いですね。 野辺
山の天文台に見学に行ってみました！無料ですし、隣に食堂とかのある建物もあるし、
のんびり散策できます♡ 「萌木の村」のオルゴール博物館にも行ってみました。オル
ゴールの演奏すごいですねー♪ その他楽しめるところ色々ありますね！！！♡♡
５５． 2011 年 8 月 24 日（水）昨日に続いて泊っております。朝、目覚めてからＴＶを
つけると、あの島田紳介が芸能界の引退を発表しているではないですか。何があった
か興味はないのですが、智恵のある紳介の生き方は、誰にもわかる由もなく、しかし
何かを言えない重さを感じさせます。 大成荘関係の話題から大きくそれますが、そ
れだけ大成荘の日常が平和でいいということなのか。＜明日帰る予定のその日暮らし
より＞
５６． 2011 年 8 月 24 日（水） 今日はもえぎの村のオルゴール博物館に行って、いろ
いろなオルゴールを見て、楽しかった！！ あと、パターゴルフをしたり、卓球をし
てとっても楽しかった！あと、夜ごはんのデザートのチョコバナナムースがおいしか
った！！おふろは早く入ったので、もうかしきりみたいでおもしろかった！！明日で
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帰るから、今日が最後の１泊！！また来たい！！！
５７． ９月２３日―２４日 ご飯がとてもおいしく、気持ちがこもっていたのを頂きま
した。お布団からお部屋、すべて清潔でサッパリしていて、またスタッフの方々が丁
寧であるのが、一番のおもてなしと感心しました。よい空気の中で、気持ちよくすご
させて頂きどうもありがとうございました。
５８． １０月２２日―２３日 一年ぶりに大成荘に泊りました。しかし、今日来る時に
なんと、路上で野生のシカとそうぐうしました。ここはご飯もおいしくて楽しいので
また来たいと思います。
５９． ２０１１．９．３０～１０．１ 今回もお世話になりました。いつもとても料理
がおいしく、感心しております。特に洋朝食を選んだ者が「これはおいしい」
「すごい
おいしい」を、連発でした。
６０． ２０１１．１０．８－１０．１０ いつもくるたびに大成荘の食事は最高！って
思います。昨年も同じ日程で泊りにきたのですが、食事のメニューがまったく違うも
のが出ていてビックリしました。また、おいしい食事をとりに泊りにきたいです。
６１． ２０１１．１０．２５～２６ 天候に恵まれて気持ち良く過ごせました。いつも
ながら美味しい食事をありがとうございます。又、来たいと思います。スタッフの皆
さん有難度う。
６２． ２０１１．１１．６ 道志を抜けてこちらに来ました。道志は紅葉よかったです。
山中湖も悪くなかったです。甲斐善光寺を通りみずがき山。紅葉最高でした。信州峠
側は終っていましたが、みずがき山、反対側（信州峠と）は、よかったです。是非！
今回ではありませんが、１０/２５・２６と富士吉田の須走口（富士山登山入口）の紅
葉すごかったです。道の駅須走から行ったのですが、よかったです。
６３． ８/１１ 今日の思い出♡ 今日は遠いところの車山山頂にリフトで登って八島湿
原でキレイなお花を見てきました。その後、ソフトクリームを食べました。そして、
ここに来ました。 大成荘へのメッセージ☆～夜ごはんとてもおいしかったです。お
米も天ぷらもおさしみ、お吸い物、ひややっこも本当にどれもおいしかったで～す♡次
の日のごはんが楽しみになってしまうくらいでした。お風呂も気持ちよかったです。
メッセージ☆楽しかったです！ありがとうございました。ではではさようなら（ＡＳ
ＵＫＡ 様）
６４． ８/１３大成荘 ８/１３～１４にこの大成荘に来ました！ここは何回も来ている
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けど、相変わらず良い所ですネ(^_^) キレイで、ごはんもおいしいなんてサイコーで
す☆ バーベキューもしました。おいしかったです！花火も楽しかったです。お風呂
もすごくきもちいー。空気もいいし、すずしくてカンペキ！この大成荘だけでなく、
山梨はいい所ですよ！
６５． ８/１４ 今日の思い出☁ 今日は東京からこの大成荘に来ました！ここに来る
のは初めてだったけど、外から見てもすごくきれいで、部屋もきれいで、すごくいい
所だな♡と、思いました。ごはんもすごくおいしかったし、お風呂もすごくきもちがよ
くてサイコーでした。それに空気がきれいで地元と比べてすごくすずしかったです。
大成荘に来る前はハイジの村にいってニジマスのつかみ取りをしたりして、すごくた
のしかったです♡ 気分上々！！山梨ってたのし～～♡
６６． ☆大成荘☆ 思い出 ここの宿にとまるまえ、いろんなとこに行きました。一番
最初にいったところは、ひまわりばたけです。あたりいちめんにひまわりがさいてて
キレイでした。その次にいったところはハイジの村です。そこには、いろんなところ
がありました。さいしょに「ニジマスをとろう」をしました。ぬめぬめでなかなかと
れませんでした。その次に公園で気分てんかん♪こいのえさやりもしました。ひまわ
りばたけに行きました。上から見るひまわりは「すてき」でした。これでおしまいで
す。
６７． ９/２５～２６まで大成荘にいました！大成荘にくるまで、牧場に行って羊やや
ぎをなでたり写真をとっていました。 途中で気持ち悪くなったけどなんとかのって
いられました。だからきてよかったな～と思いました。なぜかというと、おふろもあ
ったかくてサイコーだったし、ごはんだっておなかがいっぱいになるほどたべました。
とくにグラタンがおいしかったです。とにかく大成荘はサイコーです。
６８． １０/１５（土）～１６（日）＜大成荘へのメッセージ＞今年３回目の大成荘で
す。この時期になると紅葉がきれいなので毎年来ます。 １０/１５クラフトをつくり
ました。むずかしかったです。でも、楽しかったです。お世話になりました。ありが
とうございました。
６９． ８/１３～１５ 泊まった、三沢からきたものです。 行きから渋滞でたいへん
でした。夕方５時にやっと萌木の村あたりまで来たら、突然のゲリラ豪雨！！（カミ
ナリ付き） 大成荘に着いても入口に入れないほどの雨でびっくりです。 ８/１４は、
清泉寮うらのハイキングコースに行きました。昨日の雨のせいか、下が少しぬかるん
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でましたが、川俣川渓谷は涼しくてきれいでした！ まさか清泉寮のうらにこんなと
ころがあったとは･･･という感じでした！ 時間があったら是非行ってみて下さい。気
をつけて！！ ここは何回も来ましたが、ハイキングをしたのは初めてでした。疲れ
たけど楽しかったです。子供たちは、卓球が楽しみできました。 ８/１５帰るのです
が、朝から卓球しにいきましたーー。
７０． ８/１５～１７ 今日きた牛です！（たじまやこうのすけというお店） ８月１
５日･･･今日はお昼に焼肉を食べました。特選カルビを食べたらやわらかくてとてもお
いしかったです。それから午後３時ごろ「平山郁夫シルクロード美術館」へ行って、
展示してある絵を見ました。～感想～ちゃんと計算されていてさゆうたいしょうにな
っていました。変った書き方をして、こういう書き方もあるんだな～と感動しました。
それから、３っつ目の行ったところは、
「リゾナーレ」に行って買い物をしました。ト
マトのお店やざっかやさんがあって、ほんと～にかわいいものがいっぱいありました。
おはしを買ってトマトゼリーをたべました。すごい人がいました。とてもたのしかっ
たし、つかれました。
７１． ８/２８～２９ こんにちは 東京のモノレール近くから来ました。
“おすすめ”
の場所ですが、ここからサイクリングがぼくのお気に入りです。

大成荘には２回

目です。夏休み最後にと、家族で参りました。卓球、バドミントン、自転車･･･。皆で
楽しく過ごしお食事も美味しかったです。楽しい夏休みの思い出が出来ました。３回
目もまた来れますように･･･。☆ヨガ教室がちょうど有り、リフレッシュできまし
た！！
７２． Ｈ２３．１０/２３ 日野市に住んで３４年。初めての利用です。今回は研修旅
行で来ました。今までに家族で何度となく「行こう！行こう！」と、言っていたのに、
一度も利用する事が出来ませんでした。
「研修旅行」ではありますが、家族の先遣隊と
して来れた事を嬉しく思っています。
「さあ！今度来れるのはいつ？」 （日野市三沢
在住（男） 様）
７３． ２０１１．１０．１９水曜日朝は曇 ―秋の紅葉と美術館めぐり― きのうは甲
府の県立美術館へミレーを観に。落ち穂ひろい―農民をこよなく愛したミレーの力作
です。 日曜日に稲刈りをした時、落ち穂は余り出ないなと思っていたのですが、貧
しい人々のために、わざと穂をまいておくのだそうですね。他の人を思いやる気持、
大切にしてゆきたいと思いました。こんな災害の時にはなおさら。政治家や大企業の
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経営者やお金持ちには特に持ってもらいたいですね。今日はちひろ美術館へ幼な児の
可愛らしい表情をみにいってきます。美味しい食事をよく眠れたことに感謝して。
７４． ２０１１/１１/３ カメムシが出ます。いやですね。なんとかしてください！
７５． ２０１１/１１/５ 到着した際に受け付けでカメムシが出ることと、ガムテープ
が設置してあることを説明して欲しい。料理があおいしくシェフの腕に乾杯です。
７６．今日帰ります。けれど、今日はアイス工場をけんがくするので、たのしみです。き
のうはパークゴルフをやりました。でも、Ｂコースの７ばんのとちゅうで雨がふって
とてもざんねんだとおもいました。
（日のだい三小学校二年二組 森しおん 様）
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