平成２６年１１月～２７年２月
（順不同。用字については原文のままとしました。
）
１．

１/６（火）大成荘＆スキー とても楽しく、星が

ほんとにキレイだった。食事はとてもおいしくお腹いっぱ
いたべれました。今年は弟がお世話になります。よろしく
おねがいします。211 号室のぎく（Ｒ．Ｔ 様）
２．

食事（夕食）の内容も素晴らしく、滞在を満喫で

きました。ありがとうございました。11/21 2014 CS
３．

11.29（土）１１さい （小５）～大成荘に来て～

ご飯がとてもおいしく、星や月が望遠鏡できれいに見え楽
しかったです♡ おふろもあたたかく気持ちよかったです♡
また、外はこうようしており、すごいきれいなけしきでし
た！！ また来て見たいと思いました。ちなみに、小学校
の宿泊訓練、でも、とっても満足できました！！おせわに
なりました。ありがとうございました。
４．

（年長）６さい 11・30（日） ごはんおいしかった！！ おつきさまをぼうえん

きょうでみれてたのしかった。またきたい♡❀ ありがとうございました。
５．

12・28（土）11 才 5 月に移動教室で来たので、今年は２回も来れました(^o^)

ご飯とってもおいしかったです（＾◇＾） たっきゅうもしました！去年よりラリーが
続くようになりました！あと、大成荘の「クラフト教室」で、お正月かざりを作りまし
た。きれいにできたので、家に帰ってかざります(^_^) 夜から雪がふって、朝起きたら
積もっていました。きれいです！来年もまた来たいです。
６．

12/30～31（水） 今年で連続 3 回、年末で利用しています。家族で今回は二人の

娘と孫、私達夫婦の 4 人で来ました。安くて食事がおいしく、2 時間位で来れるので気
軽に利用できます。一年の疲れを癒すことができます。 欲を云わせてもらうと、朝食
の時にパンを焼くトースター（オーブントースター）があると云いのかなあと思いまし
た。畳が少しささくれができるようになっています。経費が少しかかると思いますが、
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検討いただけたらと思います。ありがとうございました。
（神田 様）
７．

1・11（日） 移動教室では、人数が多く来れなかったので、今回が初めての大成

荘でした。ご飯がとてもおいしく、お風呂も気持ち良かったです。ありがとうございま
した。
（和田 様）
８．

※調布市八ヶ岳少年自然の家に宿泊された方

そらたのしかったよ。ゆきあそびたのしかったよ。たっきゅうたのしかった。おふ

ろたのしかった。すきいたのしかった。
９．

すごく楽しい１ぱく 2 日です。またきたいです。たっきゅうがいちばんたのしみで

す。
１０． 2014.11．15－16 2014 今日はてにすにいきました。ほんとに、てにすたのし
かったです。
１１． H26 12/31 今日は…大晦日！ 今日はスキーに行きました。暑かった。1 年ぶり
に来たけど、やっぱりご飯もおいしくてお風呂も気持ち良かったです♪ 来年も宜しく
お願いします。弟のＫＡＺＵＫＩです。第六小学校です！ 僕はサッカーを頑張ってい
ます。今年もよろしくお願いします。
１２． 2014.11．29～３０ 一泊二日、家族 3 人で来ました。卓球三昧で楽しかったで
す！今日はいい天気です♡ 滝沢牧場へ行きま~す！
１３． 2014.12．30－31 もう帰るのかー。こんどは 2 泊する！！ …予定。笑

小学

生ぶりだー。たのしかったー。ごはんおいしかったー。卓球たのしかった。弟がへたく
そで困った。笑 もっと上手になってください。
１４． 2014．12.31～1 泊 にしんの年越しそば～ 朝食バイキングはお節風でとても美味
しかったです。たくさんおかわりしました。 萌木の村 メイフェア３２４０円の福袋
は…３０００円相当のクッションとマガジンラック、シャンプーボトル等でした。他に
テディベア入りの福袋もありました。また、Ｇ．Ｗに来ます。
１５． 昨日、滝沢牧場でアイスクリーム作りをしました。家族５人で協力して、とても美
味しいアイスクリームが食べられました。娘がとてもがんばって声を出して回してとか、
早くとかのおかげです。力強く回さないとアイスクリームができないのです。楽しかっ
た。大成荘は初めて宿泊しました。料理もとても美味しくて、お布団もフカフカで気持
ち良くぐっすりと眠れました。卓球とバトミントンもできて、楽しかったです。また、
宿泊したいです。ありがとうございました。とってもたのしかったです。Ｈ26.11．17
１６． 2014 11 月 30 日 正午ごろ日野を出て途中 1 回休んでも、2 時間で大成荘に到着。
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来る途中の中央道の紅葉もそれなりに美しかった。今日は相客がもう 1 組あるだけ。窓
から見える空は雲におおわれて、どうも明日の天気はよくないらしい。でも冬枯れの景
色も悪くない。お風呂も一人占めで、ゆったり。又シーズンオフに来てみよう。
（Ｍ．
Ｓ日野 様）
１７． 平成二十六年十二月三十日（火） 「フルルガーデン八千代」は便利で、八千代市
民のヒマつぶしの場所になっています。東葉高速鉄道「村上駅」すぐです。千葉県に行
く場合、せめてものヒマつぶしにいらして下さい。
（活動範囲）千葉県八千代市勝田台
北～千葉、佐倉、成田市→チャリで行くのキツイ…。京成本線をすすめる。
１８． 2014 年 11 月 23 日今日は（イトコふくめる）家族で来たよ♪ 旅日記です！！卓
球とかしたい…。

卓球・バトしましたＷ たのしかったです。

１９． 2014．12．26（金） 今日はシャトレーゼスキー場で 1 日スキーをしました。天気
にも恵まれ、とても楽しかったです(^o^) きれいなオフロにジャグジーとても気持ち良
かったです。夕食もおいしかったです。明日はサンメドウズにスキーに行く予定です。
楽しみです。
２０． １/１（木）あけましておめでとうございます(^_^) 新年に大成荘にやってきまし
たー☆ なのに！！ 母が down↘したので、家族 1 人いない状態です。笑 今は外に雪
が降っててＳｏ ＣｏｌｄですＯｒｚ こんなときこそ、ソフトクリームを食べようか
なあ♡♡ 牛乳ソフトクリームは絶品ですぞ…《ムクッ ではでは、もうすぐでおいしい
おいしい大成荘の夜ご飯をいただいてきマッスル✌ みなさま、良いお年をお過ごしく
ださいね♪ （ｂｙ Ｊｃ１．Ｋ．Ｍ 様）
２１．

2015.1．2（金）～４（日） 日野市在勤の八王子市民 Ｋ です。家族 4

人で、初めて大成荘にきました。スキー旅行で一度来てみたいと思っていましたが、
利用抽選に当選し、念願叶いました！（去年はハズレて群馬へスキーに） １/２サン
メドウズでスキー １/３シャトレーゼでスキー＆清泉寮でソフトクリーム １/４
（予定）八ヶ岳アウトレット（おっぽに亭こっこで卵かけ）＆ハイジの村のイルミ
ネーション（又は初詣）→帰宅 で、楽しいお正月を過ごせました！ 大成荘では多
目的室でのバドミントンと卓球に、小学生 2 人の子供がハマリ、たっぷり遊びまし
た！お食事もとてもおいしく、3 日の朝には、おせちもあって今年食べそこねていた
ものも食べられてうれしかったです。甘酒サービスも good でした！今度は新緑の季
節に又来てみたいです。お世話になりました！！
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２２． 2015 2/7（土） こんにちは！シャトレーゼスキーをきのうときょうでいきま
す！2 回目の大成荘です。ごはんもさいこ～～♡♡ このよでこんなにさいこ～なのは、
はじめてだ☆ また、来ま~す。
２３． １/５（月）部屋に入った瞬間、部屋がタバコくさいよ～。
（だれですか？ルールを
守って下さいよ！！）テンション↘↘ 駄々下がり、あまりのくささに消臭剤を借り、
噴射。さっ！気持ちを切り替えて夕飯にのぞみまっする。
２４．

1 月 10 日（土） 今日はスキーはしなかったけど、明日します♡ もしかしたら
スノボーかもしれないけど、とーっても楽しみです！ここに来るのも久しぶりで、
おいしいご飯や、キモチ良いおふろに入るのが、楽しみです！1 泊 2 日たのしみた
いと思います♡ ＪＫ２ Ｌｕｃｋｙ ♡Ｇｉｒｌ

２５．

1 月 16 日 日野在住のおばさんです。もうすぐ７５才ですが、１２月には、
いっぱい働きましたので、休みに来ました。寒いけど楽しいですね！家に帰れば介
護の日々でも有るけど、雪もいっぱい見られましたし、若い時のようにスキーもス
ケートも出来ないけれど、元気をいただいて帰ります。大成荘の皆様、ありがとう
ございます。感謝です。

２６．

1 月 17 日 土曜日 今日はスキーを 1 日やりました。たのしかったです。こん
どスキー場でそりをしたいです！ たっきゅうやバドミントンが楽しいです。こん
ども、たいせいそうにまたきたいです。

２７．

1 月 17 日 （土） 今日は、スキーを 1 日やりました！！雪がほとんどずっと
降ってました…。2 つのスキー場に行きました。とてもたのしかったデース♡ＷＷ
今年は、また 2 月くらいにスキーに来るのでその時もたのしみたーいです。大成荘
では卓球やバドミントンをやりました。楽しかったです。お食事もすごくおいし
かったです。温泉も気持ちよかったですＷ では！！さようなら

２８．

11 月 16 日 とまった日（土・日） 大成荘はさいこうです。とくにおふろがさ
いこうです。あと、たっきゅうとバドミントンもさいこうです。

２９．

1月2日

とまった日（金・土） 2 日にサンメドウズに行きました。はじめ

て、やったので、ないてしまいました。でも、がんばって、ゆうきをだして、はじ
めてすべれました。
３０．

11 月 18 日 （火） 二、三十年前から、晩秋に大成荘に宿泊しております。今
回は、出掛ける前、足を痛めてどうなるか心配してまいりましたが、車椅子を使用
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させて頂き、助かりました。ありがとうございました。来年も来ることができます
ように…を守って下さいよ！！）テンション↘↘ 駄々下がり、あまりのくささに消
臭剤を借り、噴射。さっ！気持ちを切り替えて夕飯にのぞみまっする。
２４．

1 月 10 日（土） 今日はスキーはしなかったけど、明日します♡ もしかしたら
スノボーかもしれないけど、とーっても楽しみです！ここに来るのも久しぶりで、
おいしいご飯や、キモチ良いおふろに入るのが、楽しみです！1 泊 2 日たのしみた
いと思います♡ ＪＫ２ Ｌｕｃｋｙ ♡Ｇｉｒｌ

２５．

1 月 16 日 日野在住のおばさんです。もうすぐ７５才ですが、１２月には、
いっぱい働きましたので、休みに来ました。寒いけど楽しいですね！家に帰れば介
護の日々でも有るけど、雪もいっぱい見られましたし、若い時のようにスキーもス
ケートも出来ないけれど、元気をいただいて帰ります。大成荘の皆様、ありがとう
ございます。感謝です。

２６．

1 月 17 日 土曜日 今日はスキーを 1 日やりました。たのしかったです。こん
どスキー場でそりをしたいです！ たっきゅうやバドミントンが楽しいです。こん
ども、たいせいそうにまたきたいです。

２７．

1 月 17 日 （土） 今日は、スキーを 1 日やりました！！雪がほとんどずっと
降ってました…。2 つのスキー場に行きました。とてもたのしかったデース♡ＷＷ
今年は、また 2 月くらいにスキーに来るのでその時もたのしみたーいです。大成荘
では卓球やバドミントンをやりました。楽しかったです。お食事もすごくおいし
かったです。温泉も気持ちよかったですＷ では！！さようなら

２８．

11 月 16 日 とまった日（土・日） 大成荘はさいこうです。とくにおふろがさ
いこうです。あと、たっきゅうとバドミントンもさいこうです。

２９．

1月2日

とまった日（金・土） 2 日にサンメドウズに行きました。はじめ

て、やったので、ないてしまいました。でも、がんばって、ゆうきをだして、はじ
めてすべれました。
３０．

11 月 18 日 （火） 二、三十年前から、晩秋に大成荘に宿泊しております。今
回は、出掛ける前、足を痛めてどうなるか心配してまいりましたが、車椅子を使用
させて頂き、助かりました。ありがとうございました。来年も来ることができます
ように…。お世話になりました。
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３１．
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３２． シャトレーゼスキー場に行ってきマシタ♪ リレー日記を読んだ所、このスキー場
に行く方が多いようで♡ ワタシも同じデス♪(>_<) おふろ（大浴場女）ギャー
(*_*)ここで、私達そっくりの石を見っけちゃいましタ♡ しゃしんとりたかったけ
ど、オフロなんでムリなねがいデスよネ。ハッ、スキーのコトかいてナイ！ ス
キーはとてもたのしかったデス♡ そして、ソリと同じくらい、ハラハラ、ドキ×2
デース！まえ、れんしゅうしたトキ、ニガイ思いがあったんだけどネ。
３３．

Ｈ27.1.1 明けましておめでとうございます。ばあちゃんが申し込み、2 泊 3 日
お世話になることになりました。子どもといっても、38 才、32 才、２７才と、そ
れぞれの子ども１０才、８才、５才、３才、１才の１１名で日野から（百草・程久
保）来ました。ソリ＆スキー＆♨＆食事を楽しむ予定です。萌木の村のさらさら雪
に孫達は感激し、雪合戦を早速始めました。雪の玉にはならず、サラサラ粉雪のか
け合いとなりました。清里、地ビール数種類をむこ殿が差し入れしてくれて、宿に
着いて乾杯！！さあ、思いっきり遊ぶぞぉー！！

３４．

あさおきて、あさごはんをたべて、すきいじょうにいきました。

３５．

27.1.2 朝食（おせちバイキング）カニのごちそうも、おぞうにもいただいて、
ソリ＆スキー頑張るぞ。近くのサンメドウズスキー場へ（車 10 分位）ソリ班とス
キーレッスン班に分かれ楽しむ。１０ヶ月の孫はばあばとキッズルームで待機。２
才の孫は雪の冷たさにテンション↘。でも１時くらいは二人乗りソリでビューン。
後半キッズルームでおままごとキッチンスペースで生き生きと。４才の孫は父や母
とゆっくりながらもソリ班で楽しむ。中休みをしながら、じっくり遊びました。７
才の孫は、一人でもおじちゃんとでも、ものすごいスピードでソリ暴走族！充分楽
しむ！！帰りの車の中で、ソリ班はアイスクリーム数種類をごちになる。
「ソリ班
で本当に良かった！」素直な感想。バニラ、チョコ、ベリーミックス、ソフトク
リーム。９才の孫は最初から最後まで父親とスキーレッスン。中間にソリ班へ偵察
にやってきて、ソリ山を暴走。お兄ちゃん長兄らしく、初級コースは卒業。上級
コースに挑戦。ちょっとへっぴり腰でもＧｏｏｄ。

３６．

27.1.3 団体棟・タオル出ません。 ・歯ブラシありません。 ・ゆかた（ねま
き）ありません。 ・シーツは自分で取りつけ、片付けます。 ・布団の片付け、
部屋をそうじします。来た時よりも美しく！！

朝食を終え、そうじをしたら出

発！！スキー場へ再度挑戦し、小作でほうとうを食べたらボチボチ帰路へ。大成荘
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のスタッフのみなさん、いつもやさしいおもてなしありがとうございます。今年も
何回おじゃまできるかしら…。では、その時までごきげんよう。さようなら
３７．

1 月 1 日（2015 年） 正月明けから、ここへ来ました。お風呂はと～～ても気持
ちよかったです！！ざんねんながら、食事は食べれず…。弟 2 人とお母さんと来ま
した。またよろしくおねがいします。忘れていましたが、あけましておめでとうご
ざいます。

３８．

2015 年 1 月 3 日（土） 毎年、大成荘にとまっていて、すごく嬉しいで
すー！！ちなみに 1 泊二日です♡ いつもこの季節になると、私の家族といとこと
幼なじみの三家族で「シャトレーゼ」のスキー場へいっています。その度に大成荘
にとまっています。私はスノボをやっています！！やっぱりスノボはたのしー♪♪
この時間を大切にします♡ 明日の朝の朝食がたのしみですー！ 今日、明日よろ
しくおねがいします。またねー！！バイバーイ。

３９．

2015.1．11 sun 14 才 Hino city 毎年、スキーのついでに利用している中 2
の boy です。今年は友達と来ました。この部屋の名前は「ききょう」
。この名前、
あまり好きじゃないんです。なぜかというと、よく「気胸」になるからです。

４０．

12 月 30～31 日 大成荘 昨日はとても楽しく、ご飯もとてもおいしかったです。
また来たいです。お風呂きもちいーー♡ 220 号室すみれ （ｂｙ Ｔ・Ｒ 様）

４１．

Ｈ26．12/31 毎年 9 月に応募して、5 年目にしてやっと取れました。一般棟は
何度か泊まった事があるのですが、今回は団体棟。部屋に入って何もない。ないな
いずくしの部屋。フトンも自分で敷き、風景は暗くて何も見えず、一ＦのＴＶは若
者達がお笑い番組（面白くない…）２Ｆの多目的のＴＶはホールが寒くて頭が痛く
なる。 ※心の声（日野市に少し寄付して２Ｆにも各部屋にＴＶを置いてもらおう
かな…。なんちゃって。
）でも、ＰＭ11：30 に年越しソバをふるまってもらえ、職
員の方はいつも笑顔で接してくださる。やはり、大成荘は良い所であります。

４２．

Ｈ27.1．1 いつものように年末年始（当たれば）利用させていただいてます。
入口の雪がどけてあったのでホッとしました。ありがとうございます。以前、あが
れなくて車をひもでひっぱってもらった事がありました。いつも、快くもてなして
下さり、楽しんで帰れます。
（旭が丘 60 代主婦 様）

４３．

2014 年 11/8 （土） 日野第六小学校 5 年 2 組Ｓ．Ｍです。移動教室では 4 組
まであり、大成荘にとまれませんでした（泣）でも、家族でとまれてうれしーで
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す！！今度はここにとまってスキーかスケートもしたいなー☆ では、またきまー
す♪ さよなら～(*^。^*) バイバーイ
４４．

ありがとうございました。 Ｍさん…ごはんが、すご～くおいしかったです。あ
りがとうございました！ Ａさん…バドミントンたのしかったです。おもしろいか
らまたきたいです。 Ｓさん…バドミントンや卓球がとてもたのしかったです。ご
はんなどもおいしかったです。 Ｋさん…たっきゅうやバドミントンやオセロがと
ても楽しかったです。また、来たいです！ Ｎさん…たっきゅうがおもしろかった
です。またきます～～！ Ｓさん…バドミントンがおもしろかったです！ Ｋさん
…たっきゅうがたのしかったです！

４５．

2015 2/7（土）こんにちは！ シャトレーゼスキーをきのうときょうでいきま
す。2 回目の大成荘です。ごはんもさいこ～♡このよでこんなにさいこ～♡なのは、
はじめてだ☆ また、来ま~す。

スキー「サイコウー」
。そりも「サイコウー」

大成荘も「サイコウー」
。 （くにい 様）
４６．

2015 年 1 月 10 日（土） サイコウ♥ ちょー楽しかった♡ スノボーさいこう。
明日はとまって、あさって帰りまーす！大成荘最高。

４７．

January.２４th 今日はスキーに行きました（*ｖ*）サンメドウズというところ
は、とてもいいです♪ 今日は快晴に恵まれておもいっきりすべることができまし
た。頂上の上級者コースは６さいの女の子でもすべることができましたー。すっご
くたのしいところなのでぜひいってみて下さいねー★ また、スキー場のコースの
ちょうどまん中ぐらいのところはカフェがあって、とってもポカポカしてました♡
私はこれで大成荘にくるのは…。約 8 回目くらいでーす。大成荘は食事もおいしい
し、ボリューミーで、ぽっちゃりな私でも大大大大満足でした。温泉もぽっかぽか
でよかったです。またきたい。

４８．

2015.2．7 大成荘に毎年来ています！大成荘で友だちとたっきゅうしたり、バ
ドミントンしたり、遊べるので、毎回楽しみに来ています。ここにくる前は、ス
キーをしています。その後、大きなおふろに入れるのが好きです。すごく楽しいで
～す♪

４９．

Ｈ26．2/7 今回初めて大成荘に泊まらせていただきました。ご飯もおいしく、
卓球台やバドミントンもあり、とても楽しい 1 日をすごすことができました。また
機会があれば泊まりたいと思いました！
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５０．
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５１． ジバニャンしっぱいしちゃったニャ！ もっとたいせいそうにいたかったニャ！
５２． 妖怪ウォッチ ウィスパーor ジバニャン とってもサービスがたくさんで超ーたの
しかったウィッス！また来たいウィッス！最高ニャー！かいてきでサービスもいっぱ
いだったニャ！つかれがとれて、とってもさっぱりしたニャ！家族で楽しい日がすご
せたニャ！たいせいそうさん、どうもありがとうございますニャン！！
５３． 2014.11．15-16 今日はテニスにいきました。ほんとにてにすはたのしかったです。
５４． Ｈ26 12/31 今日は…大晦日！ 今日はスキーに行きました。寒かった。1 年ぶ
りに来たけどやっぱりご飯もおいしくてお風呂も気持ち良かったです♪ 来年も宜し
くお願いします。第のＫＡＺＵＫＩです。
（4 年）
。日野第六小学校です！僕はサッ
カーを頑張っています。今年もよろしくお願いします。
５５． ２/７とっても楽しかったです。ご飯がとてもおいしかったです。五年の夏にまたく
るから、とっても楽しみ！
５６． 11 才（小五）ごはんおいしかったです！昨年の 5 月に移動教室にも来ました。毎年
来ています！スキーとっても楽しかったです！たっきゅう、マージャンもやりまし
た。来年もまた来たいです。
（Ｍ・I 様）
５７． 2 月 15 日（日曜日） 今日はスキーをやりました。スキーをやってるとちゅう、
雪がふってきました。さむかったけどすごく楽しかったです。りょかんにとまれる、
ようびは日、月。
５８． 2 月 14 日（バレンタイン）バレンタインの日に来ました。スキーをやってたくさ
ん転びました。でもすごくたのしかったです。大成そうはおふろもきもちくてごは
んもおいしかったです。
５９． 2・14（土）バレンタインの日 すべて楽しかった。お風呂もきもちいよ。ごはん
がおいしい。スキーも楽しい。
（日野市民 T・N 様）
６０． 平成 27 年 2 月 13 日（金） 何回目の大成荘か、数えられない位利用させて頂いて
います。家族みんな大成荘大好きです。特に冬はスキーをするので（サンメドウズ）
よく利用します。子ども達もすっかり慣れて我が家の様にくつろいでいます。ご飯
も美味しいですね。従業員さんも皆さんいつも優しくしていただき、嬉しいです。
私自身も、何を持ってくれば便利か、もうバッチリです！タオル（ひもつき！！）
、
かける所があるので持ってくるととっても便利です（笑）
。冬は乾燥するので、洗
濯ネット持参！洗剤はフロントでもらって、洗濯室で洗濯。部屋に干して寝ると、
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のどが痛くならないです。今年は設備改修で少し閉めてしまわれるのですね。ス
キーシーズン利用者としてはちょっと残念！ 次は暖かくなってから利用させても
らいたいです。その時には子どもたちの好きな牧場にも行きたいです。八ヶ岳ほん
といい所ですよね。いつ来てもそれぞれの季節の良さに感動します。しばし東京で
の慌ただしい日常を忘れ、家族みんなでゆっくり過ごします！！（S．Y 様）
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