平成２５年８月～２５年１１月
（順不同。用字については原文のままとしました。
）
１．

８．２７（火） 私はこの大成荘 2 回目です！移

動教室から三ヶ月… やり残したことをすべてやるつもり
です。皆さんソフトクリーム食べましたか？食べてなけれ
ばそんですよ！牧場は行きましたよね！茶色の牛は
「ジャージー」と言います。ジャージをきていっしょにとりま
しょう！！
２．
おふろがきもちかった。りょこうたのしかった。おふとん、きもちかった。てれびもみれてたのしかっ
た。

かぞくできました。おふろすごくたのしかったです。かぞくいっぱいでおでかけしてたのし

かったです。おちゃものんで、てれびみてたのしかったです。とをあけてすずしかったです。２こ
おへやがあって、たのしかったです。
３． ８/３１～９/１ 今日は家族で来ましたー☆☆ 残念ながら昨日今日と雲が多く、山は見れません
でした。でも、食事がおいしいので満足です！ 普段はみんなそれぞれ忙しく、食事も一緒に取
れない事が多いので、この２日間は貴重な時間でした。昨日の寝ぼけたお母さんのポケット事件は
爆笑しすぎてヤバかったです。あと、おばあちゃんがダルビッシュと言えず、ずっと、ダブリッシュと
言っていました。ダルビッシュ！ね。大成荘楽しかったです（＾ｖ＾） 明日から学校なんで、気合い
入れて帰ります。
４． ２０１３年７月２４日 水曜日 家族３人で初めての旅行で宿泊しました。あいにくの雨で景色を満
喫できません。でしたが、ゆっくりくつろげました。また、天気の良い時に、雄大な景色を見に行き
たいと思います。
５． 旅行日記（２日間） 夜ごはんがとても多かったです！ ごはんがでた時、多くてビックリしまし
た！小学５年生になったら、またここにとまります（笑） いっぱい思いっきりあそびたいと思います。
６． ８月２５日（日）旅行日記（２日間） 来る前、すごくワクワクしました。
７． ９月３日（火） 初めて家族で利用させて頂きました。夏休み明けという事もあり、とても空いていま
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す。ゆっくり休暇するには大満足です。子供達にも楽しい夏の思い出をつくる事ができました。また
利用させていただきたいと思います。明日はソフトクリームとパンを食べます。
８． ９月２９日（日） ２泊３日の旅行です！ （昨日宿につきました。） 今回「ヤマネ美術館」に行きま
した～。 ヤマネに関するクイズやヤマネのてき…といった、いいじょうほうがいろいろ！ ココでは
缶バッジもつくれる！！ 大成荘では夕食もおいしかったけど朝食がおいしかったです～！ あり
がとうございました！ 牧場にも行って来ました。ゆる～い牛、馬、ヤマネたち！
９． 2013.8.8 木 大成荘に来たのは、５回目！ すごくたいせいそう♡オシャレ♡ バレエ見たいなぁ
～！おりょうりおいしかった。また来ます。
１０．

何回も来てるけど、やっぱり何回も来てるからこそ、かわりない景色を楽しめたり♪ ソフトク

リームや滝を見たり食べたりしました。明日はどこへ行くのかな？2013 年 8 月 11 日（日）そろそろ
お風呂どきかな？
１１．

2013.8.12～14 友だちと大成荘にきました。１日２日も花火をやりました。ここには、いっぱい

きたことがたくさんでした。でもまえは、１かいとまって、きょうは２かいもとまれました。１日も２にちも
とまって、うれしかったです。あとごはんもおいしかったし、おふろもきもちよかったよ！
１２．

８．２２（木） ただいま夏休み後半！ ハイ！またまた来ました。大成荘！ おら！山なしさ、

来たぞ！じぇじぇ！！ 夕飯もおいしくいただきました。♪ そのうえ、なんとふとんまでしいていた
だきましたァ。♪ もう、まさに「おら、日野さ帰りたくねぇ！」このような気分です。そして、また車山
に登ってまいりました。リフトに乗って、景色の良い所でお昼を食べました！ あー。ついに来
ちゃった。帰る日が！・・・。 大成荘！好きだよぉー。大好きだよぉー。大成荘にすみたいよぉー。
あー。なんで帰らなくちゃいけないんだろう。（ここにすみこんじゃ、いけないのかしら。） でも、
まっ。また来れるし。「おら、やっぱし、日野さ帰る・・・。」
１３．

８・３０金 またまた来ました！☆大成荘に来るのは２回目です。１回目は学校の移動教室で

行きました。今回は１回目より、まったりできました。 母はパンケーキ、パンケーキとか、星がみた
いなど、うるさくいってました～。ロープウェイで、のぼって食べました。お兄ちゃんは〝ソフトクリー
ム〟〝アイス〟など言ってました。 おどろいたことは・・・？冷蔵庫がないこと！

有料でもいい

から、小さくていいから冷蔵庫はほしいです！そう思いませんか？ちょっとね～。ないとこまる。
便利なことは・・・？ ふとんのカバーをつけていしいてくれて、たたんでくれること。らくちん～～。
ほかのこと。ごはんがおいしかったこと。うまっ！おふろが大きかったこと。イエーイ！ へやにお
やつがあったこと。
１４．

一言感想 とにかくすごく楽しかった。またきたいです！
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１５．

９/１５日 食事がとても美味しかったです。特に和食の煮物が最高でした。タンポポの置物は

咲き終わったタンポポを水につけておきますと、綿毛が伸びて、１週間後には綿毛がまるくひらき
ます。そうなった時、綿毛にフキサーチフ（又は女性のヘアースプレー）をふきかけますと、丸い状
態でかたまります。そして茎に０．８ｍｍ又は０．７ｍｍのピアノ線（又ははりがね）を通して、置物に
します。風にゆれてとても素適です。綿花は触らなければ２年でも、３年でももちます。主人が病気
の時、義弟がこれを持って見舞いにきてくれました。風にゆれる様、何とも言えない気持ちになりま
す。新しいタンポポで作ってみて下さい。このタンポポは０．８ｍｍのピアノ線です。私は０．７ｍｍ
の方が風にゆれるように思います。下は重いもの、義弟はクツ用のものをつけていましたが、私は、
シタン、コクタン、タガヤサンの木のものをアートマンで買い、ドリルで０．７ｍｍに穴をあけ、置物に
しました。日本タンポポと西洋タンポポでは、種の数のちがいがれきぜんと分かります。私自身、い
つも素敵だなあーと、思いついた人はすごいと。そして、私は長さのちがうのをいくつもつくりまし
た。いつも大成荘には感謝。やみあがりの友達を連れてきて喜ばれました。息子夫婦お世話に
なった方々にプレゼントのつもりで来ます。特に食事が楽しみです。ここは出来た時から仕事で毎
年来ました。何十年もです。これからも来るつもりです。感謝感謝です。
１６．

２０１３．９．５ 私は生まれた時から日野市民です。昔の自炊の大成荘も知っています。このス

タイルになった大成荘・・・増々好きです。数えきれない程大成荘に来ていますが、おばあちゃん
になっても毎年ココに来られるよう１年１年一生懸命働こうと思います。１年分の元気を八ヶ岳にもら
いました。山、川、空気、緑の清里最高ですね。大成荘、料理 good おふろ good 職員さんの笑顔
good ですね。
１７．

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、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。
１８．

２０１３．８．８～９

昨日は外で花火をさせてもらいました！清泉寮でアイスを食べました。

めっちゃおいしかったです。今日はオルゴール作りをしてきます。おいしいご飯ありがとうございま
した。また来年も来たいと思います！
１９．

小学校の時の修学旅行もいれて、大成荘にお世話になるのは４回目です！！ いつもお部

屋もきれいで、私は大成荘大好きです。弟もとても楽しそうです！ バドミントンや卓球もあって、お
風呂の後も、とても楽しいです！本を読む所もあって、とてもおちつけます。毎回、本当にありがと
うございます。来年もぜひ泊りに来たいです！８/１５
２０．

８/１４（水）・（木） 久しぶりの大成荘！！ ウキウキわくわくです！ いや～東京に比べて、
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とって～も涼しいですね！過ごしやすいです。あと５分で夕食の時間！！楽しみ♡♡

今日は萌

木の村と清泉寮と滝沢牧場に行きました。日陰はとても涼しくて気持ち良かったです。ソフトクリー
ムもと～～っても、まいう～でした♡ 今回は１泊２日で短いので次はもっと泊まりたいです！絶対
に来ます！Ｉ♡大成荘！！ 明日の朝はバイキング♡♡ いっぱい食べるぞ。
２１．

８/１６（木）－（土） 楽しみにしていた大成荘。東京とやっぱりぜんぜん気温がちがって、くら

しやすかったです。♡ 卓球やバドミントンなどあり、おもしろかったです。２日目に、川俣川の渓流
つりに行きました。子供が魚つりをずっとしたがっていて、やっと念願がかないました。２時間で、１
３匹つれて、その場で塩焼き！とてもおいしくて、みんな満足しました。最近は釣り堀も日野周辺に
はなく、ずっとせがまれていたので、きれいな景色、川で釣りが出来てすばらしい経験になりました。
２２．

２５、８月２５日～１泊 初めて来ました～！ 娘が生まれて初めての旅行です。昨日は１日中

雨で残念だったけど、今日は朝からイイ天気～Ｖ

アイス食べるぞ～！ 日野と比べて涼しすぎ

る！
２３．

８月２９日から３１日まで、八ヶ岳にいられて、すごく楽しかったです。わたしはあそぶ所やお

店に行けてよかったです。大成荘の朝ごはんと夜ごはんがすごくおいしくてしあわせでした。また、
たいせいそうへいってりょこうをしてみたいです。ふじさんきれいでした。ごはんすごくおいしくてし
あわせでまた食べたいです。おふろもとてもきもちかったです。
２４．

８/１３ハッピーバースデイ！！ こんにちは！ ぼくはＫＯＵです。ぼくは日野第四中学校か

らきました（？） ２度目の大成荘。２０５号室ななかまどー。今日はヒマワリ畑に行ってきた！ヤヴァ
イ ものすごくきれい！It‘ｓ fun！ ２日目はフルーツ狩り。清泉寮など行く予定！
２５．

８/２７～２８ 潤徳小学校渡辺様 野辺山の国立天文台宇宙電波観測所に行って４５ｍのパラ

ボラアンテナを見たり牧場へ行ってアイスを食べたりしました。２日目は臼田のパラボラアンテナを
三分一湧水という湧水に行ったりします！大成荘のごはんはとてもおいしく、夜もすずしくてとても
すごしやすかったです。
２６．

８・２８～２９ 私は母・姉２人。姪と大成荘に来ました☆ 萌木の村でオルゴールを作ったり、

卓球したり、花火をしたりしました。とくに思い出に残っているのは清泉寮でジャージーミルクソフト
を食べたコトです！他のソフトクリームと違ってとても甘くておいしかったです！
２７．

２０１３．９．２ 今回で三度目の大成荘です。やまねミュージアムを楽しみにしていたのです

が、夏休み期間が終わって月火休みで開いていませんでした。ショック。雨も強くなったり弱くなっ
たり外を歩くのもなんだかなぁ・・・。フロントで借りた卓球は楽しかったです。やったことない！と言
う母と２人、時々長くラリーが続くと優しくなります。父は１人部屋で寝ていました。
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２８．

８/１３．１４．１５ はじめての２泊３日。いつもよりたくさんあそべたな！大成荘、卓球。ここでは

はじめて、たくさんやった！花火、きれいだったー！おみやげ、みんなの分、かうぞー！大成荘
はサイコ―！！ 大成荘の食事はかき氷もあっておいしい。 花火はすごくきれい。やっぱやまだ
から。 おみやげ買った、ストラップ。 はじめてだけど、卓球楽しかった。
２９．

MOMOKA タッキュウとバドミントンたのしいからやってみてね！！ ２かいでやれるよ！！

貸し出しは１階のカウンターだよ♪ ３０分しかできないよ！！ これでいつでもタッキュウとバドミ
ントンができるね！！ あと・・・エレベーターをおりて右に行けば、たいくかんみたいなゆかのとこ
ろと、タッキュウのだいがあって、それにピアノとテレビもあるよ♪ おふろは１階のカウンターの奥
に男湯と女湯がわかれてあるよ！！
３０．

２０１３年８月２５日（日） １日目、今日は雨で予定していた山登りができませんでしたが、諏訪

湖と言う所に行って『すわん』＝はくちょうと言う遊覧船に乗りました！！ ケッコウさむかったです。
次に行ったのが、白駒池に行って大きな湖を見ました！！そして、初日のお出かけは終了―。昨
日から、２４時間 TV をやっていて、見れたのがうれしかった！！ でも一つ残念だった事があって、
ダックツアーが乗れなかった事です。かまめしも食べました。オイシカッタデス（笑） （かほ 様）
２日目、今日のバイキングおいしかった～❀～ たくさんたべちゃった^_^

今日は、入笠山に登り

ました！！ 岩場が少しあって、足がイタかったけれど、山頂のけしきがきれいだった。 その次に
行ったのが、「おっこと亭」と言う、おそば屋さんです！！ここに来るのは２回目です！！おいし
かったです！！♡

次は～？？まきば牧場に行きました！！中に入れるかなー？と思ったけど

「本日休園」…。ガーン

まあ～ソフトクリームが食べれたので Goo.グ～

そして、大成荘に帰っ

てきましたー。夜ごはんが楽しみ♡ 明日は帰る日だ―。 ２０１３年８月２７日（火） 今日は、大成荘
最終日。まだとまりたかった！ 朝のバイキング食べすぎた・・・。おなかいっぱ～い。 温泉気持ち
良かった～。 今日も雨。なんだそりゃー！！雨が残念でしたね～。 サービス良さすぎでし
た！！特にフロント。 今日の予定～清泉寮に行って―もえぎの森に行き、山中湖に行って、家に
帰ります！！

夜の食事が多いけど・・・うまい！！ また大成荘にとまりたーい！！またね

～！！
３１．

２０１３年８月２７日 今日は午前中にシャトレーゼの工場に行って来ました。アイスおいしかっ

たです。大成荘でみたほし、きれいでした。
３２．

８月３１日（土） ベルガの森に行ったよ♪ ニジマスをとったよ♪ （けっきょくとれなかったけ

どね）夜ごはんをおなかいっぱい食べられて～、すっごくおなかいっぱい！ 次は～？？まだ、
わかんない！！でも、もうねる。
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３３．

2013.9.6 またまたまた・・・来させていただきました。いつもおいしい食事、ありがとうございま

す。
３４．

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。
３５．

2013.7.28 おふろ楽しかったー！さい高――(^_^)

ごはんもいいかもー！！
３６．

2013.8.27

大満足―！！

やっぱおんせんきたらこれー(^_^)

また来たいなー(^_^)

でも、

うれしかったですー(^_^)

はじめて泊まりました。日野に住んで２０年。今までここを知らなかったのは不覚

でした。すばらしいところです。家族が久しぶりにここで集合してゆっくり一晩ですが、語りました。
いい機会、場を与えていただき、ありがとうございます。ぜひここは、市民のいこいの場、語らいの
場としていつまでも残してください。（程久保 橋本様）
３７．

2013.10.3

３８．

２０１３年８/１３ ついたら、やつがたけくらぶに行きました。フルーツティーオススメですヽ(^o^)

丿

食事がおいしかったです。お風呂もよかったです。又、来たいです。

滝沢牧場のちちしぼりは、おちちがぶよぶよしていて、ソフトクリームのひきかえけんがつい

ています。（おいしいです） 馬、羊、やぎもいます。やぎは草を食べているところがカワイイ♡です。
虫がへやの中に入っちゃう。屋上の星（りゅうせいぐん）きれいです。
３９．

８・14 八ヶ岳を上ってからのソフトクリームさいこう！夜の卓球は楽しいです。

４０．

２０１３年８・１７ 大成荘に着いたらすぐ卓球をしました。楽しかったです。車に乗ってる時、山

の方にサルがいました。ラッキ～(^_^)
４１．

大成荘たぶん６回目。楽しかった思い出がたくさんあります。ご飯が、とってもおいしいです。

また行きたいです。明日帰ります。
４２．

アイスがとてもおいしかった。

４３．

しかのなきごえはキョイーンです。流れ星は見た方が良い。願い事は１００ｍを１２秒台で走れ

ますように・・・。
４４．

８月２６日・２７日で泊りに来ました。日野市平山在住です。まだ、夏休みの宿題が２人分残っ

ています。お子さんのいる方は「シャトレーゼ白州工場」が、おすすめです。アイスが最後に試食
できます。
４５．

H２５．８．１５～１７ はじめて利用しました。夕食のおかずが多すぎ。食べ切れずにゴメンナ

サイ。食べ盛りの小学生に C 定食はちょうど良い量だったようです。観光にも便利で上の子の大胆
さや、下の子の健脚ぶりに嬉しい驚きと発見がありました。残念だったのは、夜曇ってしまって、星
が見られなかったこと。My 望遠鏡＆星座早見表盤も持ってきたのにな～～。次回のお楽しみとし
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ます。お世話になりました。ありがとうございました。
４６．

H２５．８．２５ 日曜日 東京は毎日暑く清里に来てホッとしました。孫４人は大成荘で春休み、

夏休みを利用させていただき、女の子二人は、５年生、３年生になりました。夏休みの宿題の残りを、
この涼しい部屋で追い込みです。夕食と朝食が楽しみです。いつもお世話になりスタッフのサービ
ス精神にお礼申し上げます。
４７．

H２５．７．１４

（９月１４日～１５日） これで３回目！！ほんとうに何も変わってないなー。今、

これを描いているうちに６：００の夕食タイム去年来た時の夕食、とてもおいしかったなー。B コース
をペロリ。昼食もおいしかった。１泊２日よろしくお願いします。来年も必ず来ます。部屋はきれいだ
し、すごくいいです。がんばってください。
４８．

H.２５ ９．２１～２２ 今回は弟の保育園の仲間達と来ました。来たのは、５回以上来ていて、

でも、毎回初めて来たときのように、楽しめてます。おふろでもくつろげるし、料理もおいしく、とて
も良かったです。又来月も来るので、また、おいしいりょうりなど期待しています。
４９．

ごはんがとてもおいしかったです。毎日こんなおいしいごはんが食べられたらいいなあと思

いました。
５０．

１日目 つりをした。ニジマスをつった。くった。うまかった。

５１．

T・I でぇーす。８月１１日（日）

ムわからないけど）いこー！

あ、そういえば今日おはなしの会があるので（笑） （プログラ

どうも T・I の兄です。今回で３回も大成荘に来たのです。今年の夏

は暑いですけど、ここは涼しいですよ。まあ、あたり一面木でおおわれているのも理由なのですけ
どね。二時間かかりました（ショボーン）

２日目 今日はとうげいをしに行くのでェーす。

５２．

今日はもえぎのむらでぼうしをかいました。

５３．

２５．８．２５ 今年も大成荘に来ることが出来ました。清里が大好き。大成荘が大好きです。お

風呂も気持ちいいし、食事もおいしいし、従業員さんの対応も気持ちが良いです。いつも、お腹が
破裂する位食べて部屋でゴロゴロしてます。今回、娘が夕食時にケイタイを置いてきてしまったら、
わざわざ部屋まで持ってきて下さいました。本当にありがとうございました。その時、スリッパまで揃
えて下さり・・・。恥ずかしかったですが、よく出来た方だと感心しました。笑顔も素適でした。私もコ
ンビニでパートをしておりますが、勉強させていただきました。いつも一泊で、すぐ帰ることになっ
てしまい、いつか二泊したいと思います。スキーも家族でしたことがないので、いつかしたいな～。
今回、家族のうちの一人が来るかわからず、一人増えると６人になるので、２部屋とらないといけな
いのですが、それを電話で相談すると、なら、２部屋お取りしましょう。もし、お一人来られなくても２
人と３人でゆっくりお過ごしください。と、言っていただきました。とても、感じの良い男性の方でした。
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本当に本当に有り難うございました。なにか、大成荘様に恩返しがしたいです。本当に感謝してい
ます。毎年、元気に利用することで恩返しできるなら、いつも来させていただきたいです。
５４．

５５．

２５．９．１４・１５

大人女子４人で、あずさに乗り、電車とバスでやってきました。 道に迷
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いながらも、大人女子４人、おしゃべりで花を咲かせながら、ようやくたどり着いた大成荘。かわいら
しい建物が目に飛び込んできて、第一印象からとってもお気に入りに。スタッフの方々もやさしくあ
たたかく迎えて頂いて、とっても嬉しかったです。空気もおいしいし、食事もおいしいし、子育て終
えて初めての女友達旅行第１号。素敵な思い出になりました。少々おさわがせしてしまったかし
ら？ ごめんなさい。
５６．

２５．９．２３

思ったよりずっといい八ケ岳でした。ご飯もおいしいし、寝るのもさいこうでした。

日野市に来てからの初めてのりょこうでした。いい思い出になりました。また、この八ヶ岳に行き
たいです。
５７．

２５．９．２３

初めて大成荘に来ました。雰囲気がとても温かく、トイレや洗面所、お風呂が共

同と言うのも、とても気に入りました。建物もなかなか素敵ですね。日野に住みながら、こういう
施設が利用できるのは、すごく良いです。また、来ます。
５８．

２０１３ ９/６

今日は今年 2 度目の大成荘ですよｗ 本当大好きです♡♡

I ♡ 大成荘ｗｗ

今年はもう来れないかと思っていましたが、来れました。（笑） 本当に大成荘は昔からずーっと
利用させて頂いていて、いつ来てもきれいで感動します！！ 部屋よし、お風呂よし、all ok で
す！！ もしかしたら、今年はこれで最後になるかもしれませんが、必ず来年来ますね(^_^) 大
成荘来てリフレッシュできたので、勉強頑張れそうです！どうか皆さんもよい一日を過ごして下
さい♡♡ ｂｙ中学 3 年女子
５９．

2013 年 8 月 17 日（土）

昨日、長坂の陶芸教室へ家族で行きました。「陶房のぎ 北杜市長

坂町中丸４３３４-２ ℡0551-32-5795」 御夫婦でやられていて、とても親切に教えてもらえます。
1 人 3000 円内で製作できます。インターネット HP を見たと言うと基本料金 2500 円の所、1600
円になりますよ。
６０．

２５．１０．１４

たいせいそうに来ました。朝ごはんも夜ごはんもすっごくおいしかったです。

毎年０２来ているので、来年も来たいです。Thank

you

Very

much

♡

楽しかった

～！また来ます！！
６１．

２５．１０．１９

りょかんについて、じゅんびして、これからすっごく楽しみです☆ 友だちと

来たので、たのしみ♥ 来てヨカッタと、思いました♥

夜 たのしかった♪ おふろも気持ちよ

かったヨ♥ ふとんのねごこち OK♥ まくら OK♥ ぐっすりねむれるし、友だちと少しあそんで、
おやすみ～♥ たのしかった。また来ます。
６２．

清泉寮によってから来ました！ アイスクリームがおいしかった！！ 清泉寮では「エゾモ
モンガ」のぬいぐるみを買いました。とてもカワイイです。フワフワでさわるときもちいいです！
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１０/１３，１４で泊まりました。来てすぐに卓球をしました。もう 10 回以上は来ています。バドミント
ンも楽しいです！ ご飯もとてもおいしいです。定食もいいですが、朝食のバイキングの方が
もっとおいしいです。また、この大成荘に泊まりに来たいですっ！
６３．

3 連休だったので、１０/１３、１４の 1 泊できました！

まだ紅葉は少ししか見られなかった

ケド、それでもきれいな景色でした☆ 明日は「ハイジの村」に行く予定です。前にも 1 度行っ
たことがありますが、その時は雨だったので、また行くことにしました。室内も良いですが、外の
花などの景色がとてもきれいです！！おみやげもとても充実していると思いますよ～♡ たのし
みです！ また冬に来たい。
６４．

ぼくは、とうきょうの日野市からきました。せいせんりょうによってからたいせそうにきました。大
せいそうは７～８回はきています。かえりはハイジの村に行きました。

６５．

２０１３．１０．１９～２０ 今回 2 回目の大成荘です。紅葉してるかなあと思って来ましたが、もう
少し経ってからのほうが、もっと色付いたかも。子供（♂5 才）楽しみにしていた旅行なので、は
しゃいでます。小淵沢の道の駅に寄って体験工房にて、きょうりゅうのアレンジメントをしました。
今回は、前回より大きな作品ができました。明日はシャトレーゼ工場に行きたいです。アイス楽
しみ♡♡ 良い旅になりますように。

６６．

２０１３．１０．３０

昨日、飯盛山へ登りました。毎年行っていますが、初めての雨中登山にな

り、折角の大展望が終始キリの中。ところが、今朝は早朝から真青の青空。本日食後は、またし
し岩まで行って八ヶ岳の大展望を楽しみたいと思っています。今度の冬も、また大成荘さんに
お世話になって、スキーです。毎年５～６回は、真冬の大成荘さんに泊まらせてもらっています。
冬の平日は宿が空いていて、もったいないナと、思っています。（多摩平住人８４才 様）
６７．

１０月１３日（日） こんにちは。主人と二人で来ました。もう何回来てるでしょうか？数えきれな
い程になりました。 主人６８才。私３８才（実は６６才です） いつも大成荘の食事が美味しくて、
楽しみです。一泊ですが、明日はびっくり市とポッポのヨーグルト、チーズケーキを買って帰り
ます。紅葉にはちょっと早すぎました。でも、天気が良く、リフレッシュ出来ました。又来ます。さ
よなら～。ありがとうございました。

６８．

今日は７家族で大成荘に来ました。すごく楽しみです！ 今年で最後かもしれないので、す
ごく残念です…。 これからも、このみんなで来たいな～。なんちゃって…。 おふろもとても気
持ち良かったです。卓球とバドミントンもして、とても満きつできました。来年も来たいです！今
日は大成荘に来た。いろいろできてすごい満きつです。年小、年中ぐらいから毎年来ていて、
今年は小６で最後になってしまうかもしれないので、さみしいです。来年これれば来たいと思い
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ます。
６９．

初めまして(#^.^#)

今日〝ポールラッシュ祭〟と〝ぽっぽ牛乳〟行った☆ 山梨に来てみ

て、「オニサムイ」 一言でいうとね。 えーっと、つまらないとは思いますが、最後までお読みく
ださい。 まず、「ポールラッシュ祭」には、行くべきっ♡ 雨でもやるからネ！！ ででで！その
後は ポッポ牛乳ではなく… ポッポ牛乳のアイスを食べるべき！ 寒くても私は食べた（笑）お
いしいから。それでー、晴れてる場合は自転車借りて、サイクリングに行くと良い！

大成荘の

良いところ！①卓球が出来る。②ご飯がおいしい。③接客サイコー。④お土産そろってる。
もっとあるが！！

長くなりましたが！！ また大成荘でお会いしよう。さらば（＾ｕ＾）

室、ありがとうっ」
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「１０２号

