平成２３年１１月～２４年２月
（順不同。用字については原文のままとします。
）
１． １月６・７日 1 泊 2 日 6 日昨日、初めて小海リエ
ックスへ。平日だったせいもあり、すいてて快適。コー
スも面白かったです。 今日はシャトレーゼへ。ケーキ
が楽しみ。昨日の小海にもケーキがありました。カレー
にフライやハンバーグのトッピング＋サラダ＋ケーキで
1200 円はなかなか。オムライスハヤシもおいしかった
な。
２． 2012 年 1 月 1 日 2012 年一番最初にこのノートが書
けてうれしいです。2011 年に 5 年の移動教室で来たよ
りも楽しかったです。おせち料理おいしかったです。
３．

大成荘 日野市三沢在住の中 2 です。今回、大成荘に来たのは 4 回目でした！！1 回
目は 5 年生のときの移動教室で、2 回目は 2010 年のお正月で、3 回目は中 1 の夏休み
でした。 大成荘はいつ来てもきれいで、ごはんは美味しくて、とってもいい所だと思
います。将来、お父さんが定年になったらここで働いてほしいです。 あと、できたら
来年も来たいです。また来ます。絶対！！ おせち料理…お雑煮などとてもおいしかっ
たです！！ ふとん…とってもフカフカでみんな大絶賛でした！！ ありがとうござい
ました☆☆ また絶対に来ます。

４．

手についた雪がつめたかったです。手が赤くなりました。あいてててて… まあ今年
もよろしくお願いしますよ！！

そとでほしを見つけました。ゆきでゆきがっせんを

しました。つめたかったです。スキーをがんばります。スキーのれるかなあ。
５．

２０１２．１．２ 今日はシャトレーゼのスキー場でそりすべりをした。意外と楽し
かった。というか、すごく楽しかった。今年は外ぜんぜん雪ふってなかったから、つま
んない。去年はつもってて楽しかったのに！！ 明日は、シャトレーゼのスキー場でス
キーをします！！

６．

今日は帰る日です。１ぱくだとさみしいな～♪ 来年も来たいです。大成荘のごはん
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はおいしいです。何回食べてもおいしくて、あきないから大成荘のごはんはさいこう！
（会沢 舞 様）
７．

２０１２年１月１日～３日 星がきれいでしたーーー！☆☆☆

B 食の食事が多く

て残してしまいゴメンなさい！ 食堂から富士がくっきり見えて、ごちそう様。
（YS ５人様）
８．

２０１１年１２月２６日 天気晴 家族４人になってから初めての旅行♡ シャトレ
ーゼスキー場で初の雪遊び＆そり遊び！！子ども２人はハンドル付そりにはまって何十
回とくり返し滑っていました。 山を登っては、猛スピードで滑り降りるのくり返しで、
ヘトヘトとなりながらも、楽しくてやめられない状態♪ 妹のほうは、ソリに乗りなが
ら寝てしまうほど満喫したみたいでした。 お兄ちゃんは、終わったそばから『明日も
ソリ遊びする！』と、はりきっています。

初めて大成荘を利用させていただきまし

た。予想以上にきれいで、ゆったりとくつろぐことができました。フロントの方も優し
く出迎えてくださり、子どもたちも大喜びでした。 食事は温まるメニューが多く、お
腹一杯になるまで食べてしまいました。これからまたソリ遊びに出かけてきます。家族
みんな、また来たいと言っています。どうもありがとうございました。４人の楽しい思
い出がまた一つ増えました。PS．ペンがなかったので、ペンを寄付します。
（稲葉 様）
９．

２０１１年１２月３０日（金） 天気晴

今日、車の前をキツネのような物が通り

ました。 今日スキー場で、リフトにスキーのブーツではじめてのりました。おりる時
にとまらないかしんぱいで、こわかったです。でもはじめはとまってしまったけど、２
回目はぶじ、おりれてよかったです。山のてっぺんまで行き、ころんだけれど、とまり
ながらいけました。
１０．

１/１ 最終日！！ たのしかったこと スキースクールをがんばってパパとおね

えちゃんとやってちゃんとできてよかったです。でも、ママはすべってないけど。でも、
ママはちゃんと見てくれたので、うれしかったです。 はづきちゃんと、おねえちゃん
と、うちでぜんぶみつあみをしました。あさはずしたらおもしろかったです。ひのでか
んどうしました。またきます。
（かりん 様）
１１．

大成荘に来たのはこれで２回目。おととしだったので、あんまりおぼえてなかっ

たけど…。 大成荘とは関係ないけど、スキーに行きました！！初級コースをすべって
から中級コースをすべると…！？ やっぱ、こわい…。一番自分に合うのは初級コース
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をゆっくりマイペースにすべることなんだなと思いました…（笑） １２月３１日～１
月１日 カウントダウン！！ ５・４・３・２・１…ハッピーニューイヤー

携帯の

画面で１月１日０：００ ００が見れて、かんどーしました！！また来れたらいいなと
思います。
１２．

２０１２年 １/７ 晴れ☼ 何回も来たことがあります！大成荘は安くて、食事

もおいしく、量がたくさんあって、とってもいい所です。また、何回も来ます！！
（新田 様）
１３．

１２．２８ 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、とて

もとても感心しています。良いお年を

バイキングおいしかったジャ もっとたく

さん食べたいジャ
１４．

たべものがすごくおいしくてよかったです。

１５．

大成荘へのメッセージ １２/２８（水）～１２/２９（木） 大成荘へ来る前に

スキーをしました。気持ちよかったです。大成荘にはいい所がたくさんありました。お
ふろもはいるとポカポカになるし、ごはんもすごくおいしかったです。ごはんもしゃし
んでとりました！すごく楽しかったです。ぜひまたここへとまりたいです。（なな
様）
１６．

朝食がバイキングでとても良かったです！！
２０１２．１/１ よく利用させていただいてます。息子家族とスキーを楽しみま

した。いつも気持ちよく楽しめています。
（F.M 様）
１７．

２０１２年１月６日 カービーなのだ！

今日から２泊３日泊まるのだ！明日

は午前、午後でスキーをするのだ！がんばるのだ！！
１８．

H23 １２/１５ たのしかった！！ スキーもいろいろたのしかったです。

１９．

２０１２ １/３（金） 今年は２はく３かでした！ わたしはスノーボードをし

てみました(^_^;) ちょっとむずかしかったです！！ らい年もきたいと思いました。
２０．

２０１２年１月８日（日） 今年は１泊２日でした！私はスキーをしてみました

(^_^.) ちっともむずかしくなかったです！！来年も来たいと思いました。

今年は

１泊２日でした。今年もスキーをしました。さいしょがむずかしかったです。来年も行
くぞー！！
２１．

大せいそう～１ぱく２日 また来たいです。 きょうゆきがふっていました。ゆ

きがたくさんふっています。
２２．

１２/３０

星がキレイだったよ～♪
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空って広いね～～（笑）

（ｂｙ．R．T 様）
２３．

２０１１．１２．３１（土） 今日は私の家族と、いとこの家族と、おばあちゃ

んでシャトレーゼにスキーをすべりに行きました。
（たかお まい 様）
２４．

HAPPY

X マス １２．２４土 クリスマス！！ 今日は「小海リエックス」に

行ってきました！！ No.5 のリフトの所は何度もすべりました。４時ぐらいに大成荘
に帰ってきました！！今日は１０時ぐらいは天気がよかったので山がきれいにみえまし
たよ。 ２時にはサンタのおじさんがおかしをくれました。おいしかったー♡

今日

のごはんは、おなべ、おさしみ、ホイル焼き、天ぷら、お吸い物、ごはんでした。デザ
ートにはいちごプリン！！！とってもおいしかったです。 朝ごはんのバイキングが楽
しみ♥♥ 明日はシャトレーゼに行くそうです！！
２５．

１２/３１（土）抽選の結果大成荘に来れることになりました！「サンメドウズ」

というスキー場に行ってから来たので、ココに着いたのは５時ごろ！それからすぐにお
風呂に入りました。きもちよかったデス♡ 食事もおいしかったですよ！ テレビを見
てねたのであっというまに９時！ さいこうの１日になりました。明日もヨロシク♡
２６． ２０１１．１２．３ 日野市民になって今年で１０年ですが、大成荘は初めて訪れ
ました。緑に囲まれた気持ちの良い場所ですね。富士山や近くの山々が真っ白に見えて、
もうすっかり冬なんだなあと感じます。お料理も美味しく、またすぐにでも来たいです。
噂通りの良い宿でした。
２７．

２０１１年１２月３１日 私は１年に３回大せいそうに来ています！ でも、い

つも大せいそうに来ても楽しいです。朝はバイキングだし、お風呂もきもちいいし、卓
球場まであるからすごいと思いました。その中で最もいいと思ったのをベスト３を下に
書きました。
食事
２８．

大せいそうでいいと思ったベスト３…１．お風呂 ２．卓球場 ３．

大せいそうサイコー！ （たかお まい 様）
明けましたおめでとう！！平成２４年１月２日 ２０１２年

昨年は地震でた

くさんつらい事があった日本。 去年は幸せなお正月、今年はそうじゃなかった人もい
たでしょう…。家族で過ごせるお正月に感謝…。 つらい思いをした人達、今もつらい
思いをしている人が幸せになりますように。
。
。 大成荘❀ また必ず来ます。
（今回２
回目）従業員の方々、皆しんせつでした。感謝です。お料理おいしかった。デザートの
アップルパイおいしかったデス。こうばしくて上品な甘さ。ほっぺたおちた。
２９．

２０１２年明けまして おめでとう ございます 平成２４年！１がつ３日～
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２泊３日

今年も大成荘でお正月！うれしい 嬉しい♡♡

鈴木家は皆、大成荘が

大好きです。 今日は小海リエックススキー場に行きました。途中セブンイレブンでお
昼付きのリフト券（１０００円分お得）を購入し、出発。 雪質が良いし、コースもい
ろいろあるし、カレーセットもケーキ付で良かったです。が、３：３０ころ急にふぶい
て前が見えなくなった。帰りもふぶいて大変だったけど、良かったです。

今回は一

般棟でテレビがあってラッキー❀ お正月は楽しい番組いっぱいあるからね。 ただ、
この部屋は、トイレの換気扇が少しうるさいなぁ…。でも、ごはんが美味しいからいい
や。安いしね。
』スキーはお金がかかるから、大成荘に泊まれてすごく嬉しい。是非ま
た来ますね。よろしくお願いします。
３０． 賀正

やっぱ大成荘はアップルパイやな♡ １日目に出なくて少し心配やったけど、

２日目に食べれてめっちゃうれしかったで！！！次来るのはいつかな？ これからスケ
ート行くらしい♡ 人生初！！！では行ってくるで！じゃあまた今度♡
３１． ２月１９日日曜日 今日は１ぱく２日でした！ わたしは、そりをしました。冬に
は、たぶん、かめむしがでなかったのでよかったです。冬はめちゃくちゃさむいので気
をつけて！！
３２． ２/１８・１９ 今日は１ぱく２つかでした。わたしはそりとスキーをやりました。
夜ほしがきれいでした。またきたいです。
３３． ２０１２ ２月１９日 ２月１８日の夜食もおいしかったし、布団も真白で気持ち
良く過ごしました。日野市に来て６年目。こんなに良い、いこいの場所でした。今日は
ドイツであこがれたマイセンの美術館を見て帰ります。約６０年前東西に別れたドイツ
を見ただけに感無量です。ブランデンブルグ門の無残な姿まで思い出しました。 今日
も又楽しい一日であります様に祈ります。御天気も最高の青空で町なかに帰ります。
８７才
３４． ２/３節分 大成荘やっぱいいですわぁ。
。
。 置いてあったおやつ☆おいしかった♪
ではでは！！スキー行ってまいります♡♡
３５． ２月１２日（日） お世話になりました。 いつ伺っても気持ちの良い対応をして
いただき、ありがとうございます。ＳＫＩで疲れた身体にあったかいお風呂に、おいし
い食事。大満足です。また来ます インフルエンザが流行しています。スタッフの皆様
も御身第一でご自愛下さいませ。
３６． ２０１２ ２月１１日晴れてた。土日を使ってスキーに来た。楽しかったよ～！！
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いやーさいこう。 シャトレーゼのお菓子がうまい。大成荘のご飯うますぎ。ナベとテ
ンプラ特に。
３７． ２０１２年２月１１日（土） たいせいそうのおふろはきれいで、外の雪とこおり
がきれいだよ～♪

たいせいそうはきれいで、ひろくてあかるいからいいね♪ この

たいせいそうにきてよかった～♪ あと、お月さまが綺れいだった！ 大せいそう大す
き！！

食事が程良いボリュームでおいしかったです。図書コーナーに懐かしい絵本

や雑誌があり楽しめました。
３８． 今日は２かいめのたいせいそうです❀ ２０１２年２月１８日朝から小雪。 今回
こちらに来たのは孫が雪遊びをやった事がないので、スキー場で雪すべりをやるために
来ました。孫はもうすぐ３歳で男の子です。とっても元気な子。昨日スキー場に行きま
したら、わーっと言って大喜びでした。来て良かったです。こちらの食事もたくさんあ
っておいしかったです。又、来たいと思います。
３９． ２/１８（土） 二回目の大成そう！ 朝からスキーをしに来ました。初めてだった
のに上手に出来た。また明日もやります。もっと上達したいです。 大成そうは家族で
来たのは、はじめてで、学校で１回２０１１・５月に来たことがあります。とてもきれ
いなので、また来たいと思います。
４０． ２/１８ だいよんようちえん さとうあやかです。きょうはシャトレーゼスキーリ
ゾートにいきました。けっこうたのしかったです。
４１． ２０１２．２．１８～１９ 初めて来ました。１泊だったのであっという間でした。
もう１泊ぐらいしたいなー。お友達ファミリーと一緒でとても楽しかったです。また来
るぞー。ありがとうございました。
（中島 様）
４２． ２月１８日（土） ２in1 のスキーへ５人で行ってきました！！おお！！ けっこ
う雪降っとるやん♡キャピ すっごくいっぱいすべりました。楽すぃ～♪
のしい☆ また来たいでス
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スキーた

