１． 平成２５年５月～２５年８月
（順不同。用字については原文のままとしま
した。
）
１． ２０１３ ５/１５～１６ 移動教室で来まし
た！！大成荘サイコー！！ めちゃめちゃサイコー
食事もうまかった～。
２． ２０１３年７月１４～１６日

わたしは、八ヶ岳

めちゃくちゃサイコーでした。食事もおいしかったです。
ぼくじょうでは、そくてんをおねえちゃんときょうそうして、ぼくじょうのとなりの
パン屋では、おいしいパンを食べさせていただきました。大成荘もめちゃめちゃサイ
コーでした。また、八ヶ岳にきて大成荘に来て、いろいろな日をすごしたいです。
３． ７/１５ 明日の予定 もも買って→まきばいって→清泉寮→萌木いって→かちゅか
ばろかって→こうふにおりる。
４． ２０１３年７月１４日～１６日 私は毎年この大成荘にお世話になっています。大
成荘は自然豊かで楽しい所です。夏は夜になると、天気がいいときはおくじょうにい
き、星空をまんきつできます。それと、ここに来た人がえがおになれるくらい、おい
し～いごはんもだしてくれます。私は八ヶ岳に来たら、いつもまきば公園や滝沢牧場、
馬ごや、もも屋さん（夏のみ）にかならずいきます。またここに来ようと思います。
５． H２５．６．１６ O.Y 大成荘何度も来ていますが、いつもお掃除が行き届いてい
て、きれいで気持ちいいですね。朝めずらしい動物を見ました。部屋の障子を開けて
外を見た時、ネコでも、犬でもなく、タヌキでもないし、茶色くて、小さくて、
ちょっと体が長めで、しっぽは短め、何だったんだろう！ あっという間に逃げて
行ったけど、テンかもと思いながら、何だか得したような気がしました。
６．

H２５．７．７ ５：００大成荘のまわりを散歩。うぐいすが鳴いて、冷たい空

気が体をめぐり、気持ちの良いこと！来て良かった～～と、満喫しました。府中、立
川、でも大成荘が一番すてき！ 夜も、朝食もとてもおいしかったです。又来ま～す。
七夕の星空を見たかったけど、夜は小雨。残念でした～。
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７． ２０１３．７．２１ こんにちは。昨日はひまわり畑に行きました。今日は山に登
りに行きます。またきたいです。
（姉） たのしかったです。またきたいです。
８． ２０１３ ５/３１（金） I♡大成荘 ふとん、ふっかふか♡
ご飯、めちゃうまー♡

お風呂、キレイで温かい♡

方々、めちゃくちゃやさしい♡

部屋、広～い♡

自然がたくさん♡ 大成荘の

大成荘大好き ｂｙおさるさん 行って来ます！

南平小学校 八ヶ岳移動教室
９． ２０１３ ６/１（土） 今日は大成荘へ行く前に、ハイジの村へ行って来ました。
けれど大成荘の方が空気がいいな～。

まさかとなりのページに、わたしの通って

いる南平小学校の五年生の先ぱいがとまっていたなんて～～(^_^) ♥最高～ 来年も
行くぞ～！！
10． ６/４ さいこー。たいせいそういいー。まさかの移動教室 がんばる。
11． ２５．７．２２～２４ 今年は孫が一人増えました。総勢八人お世話になりました。
いつも高原の涼しさは何よりの馳走です。来年また皆で来ることを楽しみにしていま
す。
（東平山 山岸 様）
12． ７月２２日～２４日 今年はいとこのりんちゃんといっしょにきたよ。りんちゃん、
バイキングで食べられる料理たくさんあってうれしいです♡ 来年も来る予定なので
…。たのしみ。
（ももこ 様）
13． 大成荘のカレーバイキングめちゃくちゃおいしかったから、おかわりしてくれ。ハ
イキングも楽しかったよ。ソフトクリームもおいしかったよ～。
14． 5 月 31 日（金） 八ヶ岳たのしかったよ。おとまりのとき、よるこわかった。みん
なで手をつないでねたよ！！ハイキングできなかったけどね。ソフトクリームたべた
よ！！すごくおいしかった！！しかもみたよ！！かわいかった！
15． ２０１３．６．５ あ、どーも。日野一小からやってきましたー！ 本当の本当の
本当に幸せでーす♡♥ もうこの 6 人で来ることはないので…。とっても悲しーです。
でも、たくさんの思い出を残したいです！！では、さようならー。
16． 八ヶ岳移動教室 5 年 2 組 ハイキングに行った。みんなにおいていかれた。かなし
い。
17． レクができなくて、くやしい！！（あんなに練習したのに…。
） でも、ごはんお
いしかったぁ～♥
18． 5 月 31 日～6 月 1 日 大成荘来ました～！到着７：５６。部屋おみなえし。 部屋
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に入ったしゅんかん、たたみが足にグサッ。痛い…。 そのあと卓球しました。私は
むなしく全敗。今度はリベンジするぞっ！！（妹にもまけたし。
）では妹にかわりま
～す。

大成荘きたよ～♪ 妹の７７３です。大成荘のお風呂サイコー♡ 卓球

全勝！！姉の NATUMI ドラゴンをたおしたぞ～☆ また来たいでっす♡
19． 6 月 3 日～4 日 みんなで書くよ～♥ 楽しかった～！♡ 今日はみんなでおみなえ
しの部屋にとまったよ。みんなでねられてめっちゃこうふんした～～！！ 今から牛
のおちちしぼってバターつくるの！ また来たいな～
20． 6 月 3 日～4 日 またまた書きます！

今日 6 月 3 日の夜は 10 時に消灯なんだけ

ど… 何時に寝たかわからん！（たぶん 12 時すぎ…）キャンプファイヤーのクラス
の出し物ちょ～楽しかった。こうふんしてねれなかった。H.M さん←わたしもです！
…と、S・S さん！ 6 月 3 日の夜、ねてたら、ねたところから、はんたいのふとんに
いて朝おきたらすごいびっくりしました（笑） バイバイ！また来るね。
21． ２０１３ ７/１３ こんばんは。今日は家族で来ました！ 今回はここ「おみな
えし」を使わせて頂きましたが、実はこの部屋今回で 2 回目だったんです（笑） 最
初は「あ、この部屋使うの初めてかも！」と、思っていましたが、このリレー日記を
読ませて頂いていたら「あれ、この絵見たことある…」と、思ったページがあって、
それは私がかいたものでした（笑）なんと、前回この部屋を使ったのは今から 3 年前
で、まあ、それは忘れててもしかたないと思いますよね。でも、そう思って改めてこ
の大成荘さんを長く使わせて頂いているなーと、実感しました。本当にいつもいつも
ありがとうございます。 そして、今日もボリューム満点の夕食でした！ 本当にい
つも量の多さに驚かされますが、本当に全部おいしくて、いつのまにか完食していま
した♥♥ いつもおいしい夕食を作ってくださり、ありがとうございます！！ 本当に
毎日ここで住みたくなるぐらい大好きな大成荘ですが、今年来れるのはこれが最後だ
と思います。実は私、今年中 3 で受験生なんです。いつも夏休み、冬休みと利用させ
て頂いていますが、たぶん今年はもう来れないかもしれません。本当に残念です。で
も！来年、受験が終わって、ひと段落ついたら、また大成荘を利用させて頂きま
す！！！！ その時、またきっと美味しい食事をたくさん食べれる事を楽しみにして
おきますね！ I♥大成荘

ｂｙ M.F 様

22． 5 月 15 日「移動教室」今日は移動教室！ハイキング行って…。たのしいこと、もり
だくさん！ 今日は山でめっさつかれたけど、おふとんフカフカー！ねるのたのし
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みーウキウキ！！

今日は大成荘にとまった！！おふとんフカフカ。また、いき

たいな～！山にものぼったり！！

今日は山登りやキャンプファイヤーをして、

ちょう楽しかった！もっといたーい。 1 日はアスレチックやおみやげ買い。ちょ～
楽しみｗｗ

あー足がつかれたなぁー。ハイキングはつかれたしー。明日は楽しみ

だなー。いっしょにいたメンバーも面白かったｗｗ

明日はおみやげなど楽しみだ

～！たのしみだな。
23. ５/２７ 大成荘は歩くのがとてもつかれます。☆（博 様）
24． 5 月 16 日 平山小学校 5 年 女子！！！

今日は初めて八ヶ岳に行った！！！！

私はママがいないとねれない子なんですけど、勇気を出してきてみました。すると、
すごく早くすぎていきました。とても明日も楽しみ！また来たいと思いました。
私はお母さんがいないでいるのは少ないのでドキドキです！！大成荘は初めてで、で
もいがいときれいで、びっくりしました！ゆうはん、あさごはんがたのしみ！！
今日大正館でほうとうを作りました。でも、ほうとうをはば１ｃｍに切るのがあって、
それを切りたかったのですが、私の分がなく切れませんでした。切りたかったのに～
残念！
25． H25.5.21 東光寺小学校 5 年女子！！ 八ヶ岳なう！ ソフトクリームなう！ハイ
キングなう！

みんなで八ヶ岳～！ 合計で 10 回目？ぐらい？（初の人も）たの

しみだぜぇ～！ 八ヶ岳なあああう！！
26． H25.5.23 七生緑小学校 今回はじめてでした。

2 回目です！！ゴハンおいし

かったです。ありがとうです。おみやげ、すごいかわいかった♡たくさん買った。 1
泊 2 日だったけど、楽しかった♡
27． H25.6 潤徳（初めてで～す♡！） へやもご飯もサイコーです！こんな大自然を見
られるのはひさしぶりなので、コーフンして、あまり寝れませんでした。ビックリし
たことは、シカが木の皮を食べてしまうことと、それを防止しているカバーがあるこ
とです。今の 4 年生、3 年生、2 年生…等のためにも学校が来る（お客さんがくる）
かぎり、つづけてください。 P.S ハッシュドビーフ、サイコー♡
28．H25.7.14 みなさんこんにちは。私は日野市から来た M・T です。大成荘に来るのは
今回で約 21 回になります。私が初めてきたのは 3 才の時です。
（今は１２才）すごく
きれいでご飯もおいしいし、お風呂も気持ち良かったです。そこで私が大成荘の良い
と思うことを書いていきたいと思います。 ・卓球、バドミントン等ができ
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る。

・ご飯がおいしい。 ・お風呂がきもちいい。 ・キレイ などなど他にも

いっぱいあります。 みなさんもここに来たときは大成荘のみりょくを考えてみて下
さい。
29． H25 ６/３～４ 楽しかったです。キャンプファイヤ～！ おいしいご飯、友とね
とまり♡
30． 初めての移動教室楽しかったでーす！R・T ちゃん 八ヶ岳おみやげ買えてたのし
かったです。サイコー！！
31． 五月二十二日（水） 私は今日友達と八ヶ岳にいます。初めてこの部屋になります。
正直たのしいです。また、大成荘に行きたいです。ありがとう大成荘。
32． 5 月 27 日～28 日 ぼくたちは 5 年八ヶ岳移動教室できました。育成会キャンプで
もきたので、これで 2 回目です。何度来てもいい場所です。今度は家族と泊まりたい
です。
33． 5 月 29 日 もうきょうで大成荘はでることになったまだやりたいことがあったの
にかなしい。でも、いい思い出になったので、とてもうれしいです。ありがとう。た
いせいそう！
34． ６．３ （月） 友だちと 今日は八ヶ岳移動教室だった！ウォーキングはつかれ
たけど楽しかった。
35． 潤徳 5 年女子 ６．３ 月

今日はハイキングで疲れたけど清泉寮のソフトク

リームは格別でおいしかったです。大成荘に来たとき、つかれなんていっきに忘れて
楽しみという気持ちがまた出てきました。～おふろ後～お風呂のお湯はとても気持ち
がよくて温度もちょうどよくてあったまりました。
40． 2013 年 5 月 11 日（木） 平山小学校で八ケ岳に来ました。今日から 8 人での 2 日
間生活がはじまりました。今からわくわくしています。うるさいですか。それもたの
しいです。明日大成荘を出ます。2 日間、一生の内でいい思い出の一つになったらい
いです。
41． 2013．6．28 移動教室で、６/26～28 大成荘にきました。ご飯もおいしかった
し、きれいでとてもすごしやすかった。ありがとうございました。
（調布特別支援学
校 様）
42． 2013 年 5 月 13 日 初めて利用させて頂きましたが、快適に過ごすことができまし
た。１歳１０か月の子供を連れて来ましたが、子供が騒いでもあまり気にしなくても
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いいような雰囲気なので、滞在しやすかったです。また、いつか来てみたいと思いま
す。
43． H25 年 5 月 17～18 日 今回で 2 回目ですが、いつも食事には満足しております。
大変御馳走様。スタッフの方々にはお世話に成りました。 高原の初夏はほんに良か
とですネ！！

朝早く起きて、冷涼な空気に触れながら 2 人きりで散歩したとです

ヨ。 久しぶりに若い頃のロマンチックな気分になり、ほんなこて良かったばい。
九州にはこんな所は少なかもんネ。また来たかごたっとです。
（西平山の Jossy 様）
44． 2013 年 食事がとても美味しかったです！今回で 3 回目ですが、その度に楽しみ
にして居ります。お世話になりました。
45． 今日はりょこうにいきます。はじめてでした。とおいかったですよね。めっちゃお
いしかったです。
（おおかざまりん 様）
46． 5 月 31 日 きょうは、いきのくるまでしかをいっぱいみれました。よるにおく
じょうでほしをみようとしてたら、とってもくらくてみえませんでした。バドミント
ンができてたのしかった。へびをみました。
47． 2013 年 6 月 1 日～2 日 1 泊 2 日♡♡ 午前中、学校で授業を受けてから家族 4 人
でやって来ました。高 3 の私は受験生で、気分転換として楽しむことができました。
8 年前、小学校の移動教室で来てカレーバイキングでたくさん食べた食堂での記憶し
かありません（笑）8 年の月日を経てやって来ると、また違う雰囲気ですね。弟、父、
母と卓球を楽しみ、素敵な温泉で息抜きをし、ボリューム満点の夕食を食べ大満足で
す！食後に部屋に帰ると既に布団が敷いてあり驚きました。勉強道具も持って来てい
ましたが、自然と触れ合うことの方が大切な気がして、やる気が起きませんでした。
また、平日になって頑張ることとします。 また、大成荘へ来る途中、キープファー
ムへ行き、おいしいソフトクリームを食べました！いつ食べてもあの濃厚な味はたま
らないですね。明日も寄ってから、色んな所へショッピング etc…するようです。受
験が終わって良い結果を出して家族 4 人でまた泊まりたいです♪ 大成荘は素晴らし
い所だと思います。今後来る皆さんも楽しんでください。 ありがとうございました。
絶対合格！！
48． ６/１５ 大雨 今日は大雨！！気分が上がらないな～。でも、大成荘についたらす
ぐに、卓球とかバドミントンで遊びました。あせだくになったので、ゆっくりくつろ
ぎました。
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49． 2013．7.20～21 初めての大成荘です。日野市に在住して 8 年も経っているのに、
行ったことないなんて、もったいなーい！！という、お友達の言葉に思わずハガキを
出しました。早めに着いたので、中はとっても静かで、キレイで、お部屋までの廊下
はアンティークな感じで、これからお食事に、お風呂に、夜空に etc 楽しみです。来
る時に清泉寮に寄って来ました。すごい久しぶりで、ソフトクリームやっぱりおいし
かった。お天気も良く、広い景色を見ていると気分も晴ればれな感じで。子供（5 才）
は、ずっと走り回っていました。次はスキーシーズンに是非来たいと思います。
50． 大成荘二回目！前よりもドキドキ感、はんぱナイヨー。また大成荘行きたいナー！
そのときは、ヨロシク。 すごく楽しかったヨ！ありがとう♡
51． 今日はならってるプールにいってから、こっちにきました。すごいはやいくるまが
はしっていきました。こわかったです。
52． 2013 6 月 15 日―16 日 １ぱく 今日わたしは家族でたいせいそうにとまりまし
た。とまったのはいっぱんとうでした。いっぱんとうの二階はひさしぶりだったので、
ワクワクしました。たいせいそうに来る前には、ぼくじょうにさいしょに行きました。
でも、途中から雨がふってきてしまったので、萌木の村に行きました。萌木の村で工
作をしました。
（ちなみに作ったのは、ペン立てのトラクターです。
）それからたいせ
いそうに来ました。たいせいそうの夕ごはんや朝ごはんは、かくべつでした。とうと
う帰る時が来ました。わたしはまた、たいせいそうに来たいです。たいせいそうに来
るのはこれで 15 回ぐらいきています。
） たいせいそうにまたきたいでしょ！
53． 2013 年 7 月 23 日 １泊 私は今日２年ぶりに来ました。でも何だか２年間もいな
かったのがうそみたいです。２年ぶりのたいせいそうのりょこうを楽しみたいです。
54． 7 月 6 日（土）シャトレーゼの工場を見に行ってアイスを自分は 4 本食べました。
7 月 7 日（日）今日は滝沢牧場に行きます。昨年も学校で行きました。
（M・K 様）
55． 2013 年 6 月 23 日～24 日 きょうママとパパでやつがたけに来ました。わたしが
２さいぐらいかな？１かいきました。人生の中で 2 回目です。パパは車でくたくた。
ママもくたくた。わたしもくたくた。そしたらおふろ。ラッキー。とてもきもちよ
かったよ。もうさいこう！！もうほっぺまっ赤っかだった。食どう…もうおなかだい
だいだいまんぞく！！！
56． 2013 年 5 月 8 日☼ ６０代の夫婦で宿泊です(^_^) 来る途中に、花の森公園とオ
ルゴール博物館に寄りました。花の森公園は道の駅に隣接し、鯉のぼりの大群が出迎
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えてくれました！小さいケーブルカーで山上に行く途中で八ケ岳の山々が良く見えま
した！花はスイセン、モモ、リンゴと少なかったです…。 オルゴール博物館は萌木
の村の中にあり、いわゆる小さめの金属音のものではなく、大型でしかけのある吹奏
楽もできる立派なものです。30 分の演奏時間で数種類のしかけや音色の違いを満喫し
ました。 大成荘の朝、夕食ともに大満足です！！ホテルでも、ここまでおいしいも
のはなかなかありません。 是非また来たいです(^_^)
57． ７/１５かまなし川で、おたまじゃくしとさかなとかえるをかぞくでつかまえました。
おたまじゃくしは手でつかまえました。かえるはパパがあみでつかまえました。さか
なも、あみでつかまえました。
58． ５/２５（土）木々に新芽がたくさん！ビックリ まきば公園で羊にさわりました～
(>_<) レストランも美味しかった！ まきば公園オススメで～す！！ あと置いてあ
るお茶も美味しぃ～！(>_<) キュンキュン 今日来た理由は大成荘のペアチケットを
クジであてて、祖父母と母、父、兄×２と来ちゃいました(^o^)
59． ７/13.14 ゴールデンウィークに泊まった時と比べ、山の木々も緑色に様変わりし
ていました。サンメドウズの頂上からの眺めが素晴らしかったです。小淵沢で、よそ
見をしていて、事故しそうになりました。帰りも気をつけて運転します。
60． 2013/７/24 こんにちはー。おふろ、きもちよかったー♡♡ 私は一回ここにきたこ
とがあります☆ またきたーい☆ ごはんもすごくおいしかった！ とくに、朝のお
みそしる！ さいこう！！(^_^) また、のみたーい。ワハハたのしかった☆
68 才の誕生日を中村親子と一緒に大成荘で迎えることが出来、良い思い出を残す事が
出来ました。ありがとう。 そして、孫が可愛い花柄の湯飲みをプレゼントしていた
だいたのには最高に嬉しかったです。これからも元気で、また孫達と一緒に大成荘に
来たいですね。 祖母より
61． 2013 年 6 月 15 日～16 日 今日は雨で、あまり出かけられなかったので、室内で
卓球とバドミントンをしました。 雨が降っていても、楽しく過ごせるのはすごくう
れしいことです！！貸し出しありがとうございました～。また、今回は宿泊される方
が多く、わりとにぎやかだったので気分も上がりました！ 今回もとっても楽しくま
たゆっくりと気持ち良く過ごすことができました！！ 朝は鳥の声で目が覚めるって
良いですよね～！ ごはんもおいしいし、オフロも気持ち良いし、卓球やバドミント
ンができるのは子ども達も喜ぶし、また来ますね～！どうもありがとうございまし
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た！
62． 2013 年 7 月 6 日―7 日 今日はシャトレーゼ工場に行って、工場見学をしました。
ぼくは３つ、お父さんは 5 つ、お母さんは 3 つ、今日で 0 才 9 か月になる弟は初めて
のアイスを食べました。アイス食べすぎて、夜ご飯あんまり食べられなかった。
（ざ
んねん）3 回目のやつがたけ最高～！また来たいです！
63． 大成荘、何回目ﾃﾞｼｮｳｶ…。毎度お世話になってます。今回もﾖﾛﾋﾟｸお願いします
(^_^) 今回はおじ、おば、祖父も一緒でぇ、ああ、楽しい。本当にたのしい！ご飯も
お風呂も最高です！ここでくらしたい(^_^)！！ 今日は雨…。でも…！雨ばっかだと
気持ちがダウンだネェ(>_<) でも…、木がしめっててなんかキレイだね…。 昨日私
はある動物と出会いましたヨ。その名も日本リスの子です。ここに来たときに清泉寮
でぬいぐるみの仲間を増やしていってましゅ。いやー。みなさん、ぜひ行ってみてく
ださい。あなたにもきっとドキッ！とする、ぬいぐるみたちがいるはずです。さあ、
話はかわって朝ゴハン♪ バイキングですネェ。おいしかったなぁ。でも、食べ過ぎ
てデザートが食べれない…。 写真をとりまっくっちゃいマシタァ。大成荘大好き！
また来ます。
64． ７/２６（日） 大成荘、楽しかったぁ～♡ 充実できました☆ 何回大成荘へ行っ
たか数えきれないくらいで～す！ 食事もお風呂も全て最高～♪ また行く！ 大成
荘、最高でした～～！（日野六小 かな様 ゆうな様）
65． 2013.7．27～28 日野市平山育成会Ｃａｍｐ！！！ 5 回目のキャンプ♡ ここに
来るのは何回目だろうか。来年も来たいなあ。

大成荘イイネ~。イェーイ☆

歩く時つかれた…。足いたい…。 雨がふってきてずぶぬれ。 めっちゃ寒かったけ
ど、おふろさいこー！またきたいな♡ キャンプ大好き。つかれた。がんばろうね！
はふうー。

雨に濡れてサイアク。

大好きで～す。あるくときはたいへんだっ

たけど、たのしかった。 めっちゃたのし～。すごく雨がふってきて、つめたかっ
たぁ～。でも、いい体験ができた♡

雨にふられてしまった…。大成荘サイコー！

キャンプ 3 回目なのであと 1 回はここにきたい！！
66． 7 月 31 日～8 月 1 日 日野一中地区育成会Ｃanp！ 7 月 31 日…夕食のカレー作
り・キャンプファイヤー・天体観測（もやで大無し） 8 月 1 日…ハイキング 大成
荘サイコー！人々がすごくやさしい！ メシがうまい！ 建物の中もキレイ！八ヶ岳
サイコー！ありがとうございました。
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67． 2013.8．1 ござが汚いかな。れいぞうこ大きくしてほしーＷ。すずしいのはサイ
コ~。
68． 今日は育成会でここ大成荘にやって来たぜ！！実は今日結成したばかり。今日が初
の遠征だ。オレ力少年団出トゥ―ス！ 今日はお互いの情報交換。ゴールドが関係す
ることがわかったクリスタルドラゴン出現法、等など。
69． 2013.7．27 初めての大成荘。とても快適に過ごす事ができました。食事もとても
美味しく、大満足。また、ぜひ来たいです。
70． 2013．7.28 おふろ楽しかったー(^_^) さい高―(^_-)-☆ やっぱおんせんきたら
これー(^_^) でも、ごはんもいいかもー！！ 大満足―！！ また来たいなー(^o^)
うれしかったでーすーーー(^_^)
71． Ｈ25．8.5～7 毎年のように大成荘に来て居ます。6 日は松本城に行って来ました。
すごく混んで居ましたが、行って良かった。こちらを使用するようになって 10 年以
上。いつも々おいしい食事をありがとうございます。5 日の煮物（冷）よかったです。
6 日の煮物も私好みでおいしかったです。焼き物も手がこんでいて、おいしかった。
鍋、お肉は食べれないのですが、野菜のおいしいこと。おみその味がよかった。※お
米（ご飯）すごくおいしかったです。ふだん、あまり食べないのにおいしいので、つ
い々食べてしまいました。佐藤調理長さん、ありがとうございました。とてもおいし
かったです。
72． 2013 年 7 月 29 日 今日から大成荘です♪ 午前中は部活だったので、午後 2 時頃
に家を出ました。夜の食事はとてもおいしかったです。明日の朝食も楽しみです☆
また大成荘に泊まりに来たいです！！
73． 2013 年 8 月 1 日～3 日 これで 2 回目のたいせいそう！！たっきゅういっぱいや
りました！たっ球たのしーよ。
74． 昨年 12 月に日野に引っ越し、初めて利用しました。支配人の方の対応も優しく、
館内はとても清潔で料理も美味しく、設備も良く、とても感動しました。また利用さ
せて頂きたいと思います。ありがとうございました。
75． 2013 年 7 月 今日は１日です。楽しみです。ごはんおいしかったです。
76． 2013.8．1（木） 八王子ＩＣが通行止めだったので、下道で来て大変でした。近
道ってどこなんですかね？
77． 2013.8．4～5（日～月） 何年も前にフォークダンスのグループで大勢で来た時に
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大成荘のイメージがとても良く、今回、家族 8 人（孫 5 人）で、お世話になりました。
家族共々、この宿がとても気に入りました。送迎もして頂き、スタッフの方々も感じ
よく、良かったです。ありがとうございました。
78． 2013 年 8/2~4 のおみやげにっき わたしは大成荘に来たことがなんどもあるけど、
大成荘で自分のおみやげを買ったのは初めてです！ これは見た目もかわいいし、顔
がプニプニで、リンゴのかおりがついていました。やわらかい感しょくや、いいかお
りのものが好きなので、これはお気に入りです！
79． 8 月 4 日（日） 215 号室りんどうより 中学一年女子。陸上部に所属しておりま
す☆ ここは実家（？）とはちがい、けっこう涼しいです～～。オススメのおかしは
「ミルクケーキ」です。ぜひ、たべてみてください。それと、おふろがあつかったで
す(T_T) おじさんみたいに、ゆっくりはいりたかったけど、あつくてすぐでてしま
いました。それでは、すてきな旅になりますよ～にｗｗ by j.c
80． Ｒ・Ｓです。平中キャンプできました。大成荘のみりょくは自然の空気がいいです。
みなさんはどう思いますか。ぜひ、みなさんもみりょくをさがしてください。明日の
ハイキングがんばりま～す。
81． 2013 平山中育成会キャンプ 7.27 いくせいかい、いいね～笑笑 ３班さいこー
たのしー ともさいこー たのしー
82． Ryusei ほしサイコー。たのしー、の一言にかぎる。
83． 大成荘毎回（毎年）1 回とまってます。楽しい。たいくつにならない。
84． 2013.7．27 こんにちは。
（？）日野市の謎の人です。
（平山中）育成会のキャンプ
で、きていま～す（笑） ただ今ＰＭ６：４７でーす。ＢＢＱしますた♡♡ ＰＭ７：
３８お風呂――。ポカポカです♡ねまきをきるとあつい～～。 ＰＭ１０：４０マジ
カルバナナと、しりとりいたしますたＷＷ おもろいのよーＷ （知らない人ググ
れ。
）もっとあそびたーい。 ネタがつきたのよ。なので絵描きますー。
85． 2013/7/28 このページと同じ者です。ハイキングをしますたー。足が死んだよＷＷ
Ｗ

そのあと、ソフトクリームをたべますた。 そのあと、キャンプファイヤーと

花火を見ました。とってもきれいでした。 そのあと、お風呂に入りましたー。アツ
いです。 今日もネタが…。あ、カレー食べたよっ。

こんにちは。平山中の人で

す。キャンプ楽しみたいと思いマッスル♪
86． いくせいかいキャンプ 外でご飯をつくったり、すごくたのしい生活ができました
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♡ これから、楽しい 2 泊 3 日をすごします♡
87． ８/４ 大成荘 3 回目！！♡ 2 泊 3 日とまります。安くて設備が整っていて、とて
も気に入っています。
88． アイスがとてもおいしかった！
89． ＊記念すべき第１ページ＊ Ｈ25．7.27 大成荘のご飯 おいしかったです♡ ま
た、きたいです。
90．Ａｕｇｕｓｔ１～３ 今年はおそらく約 15 回目の大成荘で…ごじゃります。 1 日
目…朝の 10：00 に出発！！したけど、こっちに着いたのは１８：５５！！すんごい
じゅうたいしていたので、たいへんだったでごじゃります。
91． 13.8．3 ぼくはトモキともうします。小学 2 年生です。ここにくるまでに、あた
ご山こどものくにによりました。とてもたのしかったです。どこがたのしいかという
と、３つあります。１つめは、大きなゆうぐです。たくさんのしゅるいがあり、あき
ません。 ２つめは、へんけい自転車です。２０しゅるいくらいの自転車があり、た
だでのれます。ぼくのおすすめはＦ１がた自転車です。 ３つめは、科学かんです。
みる、さわる、きくが、ほうふで体全体でたいかんできます。もし、ぼくぐらいの子
とここにきたら、帰りにたちよることを、おすすめします。あ～つかれた。これから
おふろにはいろう。
92． ももがりへいきました。いっぱいとれました。たきへいきました。きれいでした。
93． Ｈ25．7.30（火）夏休みだぁー！！ 私は大成荘は 2 回目で～す♡ 標高のせいで
「すっぱムーチョ」のふくろがふくれていましたＷＷ ベルガにも行きました。それ
で、にじますのつかみどりをやったんだけど、お兄ちゃんに全部とられてしまいまし
た。あと川にも行きました。たきがつめたかった。革のすべり台があったので、すご
く楽しかったです。
（第 4 小学校 五年）
94． 7 月 31 日 やっぱり、たいせいそうだーいすき♥ けしきがキレイ♡ －行ったと
ころ－ 八ヶ岳リゾートアウトレット！・名前が分からないので…ひつじとやぎがい
ました。

ひつじとやぎ、かわいかった♡(^_^)ふさふさきもちかった(^_^) アウト

レットはアイスもおいしくて、かわいい洋服もかってもらった。しーさーもやりまし
た。 たいせいそう、またきます。
95． 8/5～6（月～火） 弟（おれ）…たっきゅうをいっぱいやっておんせんにはいりま
した。いっぱいごはんやおかずをたべました。おいしかったです。 おねえちゃん…
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たっきゅうをいっぱいやって楽しかったです。夜食のかにのやつがおいしかったです。
ここには何回も来ています。
96． 2013．7.26（金）～27（土）☼ 時々☁ 今日は 1 泊 2 日で大成荘に泊まりました。
家族で来ました！ 午前 2 時ぐらいに家を出発し、朝から長野県にある「諏訪大社」
に行き、その後「清泉寮」へ行きました。 「諏訪大社」は日本最古の神社で、上社
の前宮、上社の本宮、下社の春宮、下社の秋宮と４つお参りする所がありました。
「清泉寮」では、ソフトクリームがおいしかったです。毎年来て食べてます。いつも
楽しみにしています。それから、父が駄菓子屋で買った「ゼロ戦」という、模型飛行
機を飛ばしました。 最後に、大泉にある（多分、八ヶ岳高原大橋の近くにある）
「Bonfire（ボンファイア）
」という、お店に行きました。そこでは「くるみちゃん」
という、かわいいくるみのマスコットがあるんです♡ぜひ行ってみて下さい！8 年前か
ら集め始めて…もう十匹以上も家にいます（笑）今夜は卓球と天体観測するぞ！ 以
上とある一家の次女の者でした。皆様よい旅を。 今年は大学受験がんばらねば＊＊
97． 2013.7．30（火）☼ 時々☁ 今日は初めてここに来ました！今までボロホテル
だったんで一目見てキレイだと思いました！ う～ん、いいですよねー☆☆ おみや
げ用の場所もあって、いちーちでかけなくてすむんで、良いと思います。凄いです
ねー ｂｙ姉ゴ

絵描きの人、スゴかったー♡ 楽しい日になるといいですよね。

98． 2013.7．30（火） 私は毎年フィールドバレエがある日はここに来ています！
やっぱりいいですねー＊＊ すごくきれいなので、すごく気に入っています♥ホテル
みたいで、すごくいいと思いました。初めて来た時、すごくいいなーと、思いました
♥ 机に置いてあったおかしも、とってもおいしかったです。
99． 2013．7.31（水） くもり晴れ 孫達と 2 年ぶりに来ました。八ヶ岳アウトレット
に寄り、こちらにまいりました。
（これから夕食が楽しみです。
）東京に比べ大変涼し
いです。2 泊ですが、明日はどこへ行こうか思案中です。
100． 2013.8．1（木）うーわー久しぶりだ。このヤロー。2 年ぶりか…たしか、旭小で
移動教室で来たんだよなあ。
101． ちょっぴり遠い川に行き、父、弟、私の 3 人で釣りをしに行きました！ アユが
すごいかわいかった♡ 大成荘のふとん気持ち良くねれました。2 泊 3 日と意外に短い
時間でした。今仮面ライダー見てます。よっしゃ、東京に帰るゼョ！！
102． ココ、サイコー！！2 泊 3 日アリガトー♡ 楽しかった～～。メッチャ楽し～～！
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キャンプで来ました！！メッチャ楽しいです(^o^)
103． 八ヶ岳の思い出 夕食のメニュー…すいか・とうもろこし・カレー・サラダ 火
の粉がやばいよー。めちゃくちゃ暑い！ 花火もしたよ！

楽しいキャンプファイ

ヤー 私はキャンプファイヤーがきらいでした。でも八ヶ岳のスタッフさんがまきを
動かしてくれた時、こまかい火花があって、とってもキレイでした。だから好きにな
りました。
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