
2010年4月24日(土)　　 気温2.5℃、玄関前での観望会

今朝もお客様の自動車の屋根には雪が薄っすらと積もっていました。
暖かくなったり寒かったりと目まぐるしく変化する天気に体がついてゆくのが大変です。
今夜の星空観望会は気温2.5℃の寒さの中で冴えわたる月を見ました。輪が細くなった土星も印象的。
星座観察では西に傾いたふたご座～火星～しし座～土星へと。
北斗七星～アルクトゥルス～スピカへの春の大曲線。
月は明るかったものの気温が低かったので、春霞はどこかに退散してとてもきれいな星空が広がってい
ました。雲の無い夜は星空を堪能しましょう。（清水英昭）

2010年4月23日(金)　　 屋根より高く～♪

寒暖の差が激しくて、朝起きてみないと今日の様子が分からないような日が続いておりますが、皆様い
かがお過ごしでしょうか？
大成荘では、５月５日の端午の節句に因んで鯉幟と五月人形を飾付けました。
昭和４０年７月に日野市立第１中学校の木造校舎を移築して完成した大成荘は、次代を担う青少年の
「大成」を期待して名づけられました。５月から６月にかけては小学５年生の移動教室で賑わいます。
長～い冬から春になり、山々が緑に芽生え、活動的になる季節です。ピクニックやハイキングも楽しいも
のです。歩いてみると色んな物が発見できたり、小鳥や動物の鳴き声が聞こえたり・・・。
皆さんも大自然の中の大成荘に是非お出かけ下さい。スタッフ一同楽しみにお待ち申し上げておりま
す。（小宮山文子）
お問い合わせ・ご予約は下記のお電話で承ります。お気軽にお電話くださいませ。
年中無休。午前９時から午後７時まで。（携帯電話・PHSからもOKです。）
フリーダイヤル０１２０－４８９－５７１

2010年4月16日(金)　　 急に寒くなったりしますので・・・

昨朝に引き続いて今朝もロビーからは白い景色が眺められました。
桜の花だよりが聞かれる一方で冬の名残が時々顔を出します。
橋の上などは滑りやすくなっていますので、お車の運転にはくれぐれもご注意ください。
また、日野市内と違って気温の差も大きいのでお越しの際には１枚余計に羽織るものをお持ちになられ
ることをおすすめします。（小宮山文子）

2010年4月14日(水)　　 春爛漫！



昨夜からの強風のお陰で、雲ひとつ無い青空が広がり桜の花が満開の時期を迎えていましたので、早速出かけて
きました。青空に桜の花が映えて、うっとりするほど見事な景色でした。美しいものはやはり本物を見るのが一番で
すね。桜の花に囲まれて幸せ気分で一杯でした。
最近ではインターネットで桜の開花情報を知ることが出来るので、多くの観光客で賑わっていました。
お花見といえば団子？　近くの蕎麦屋さんは平日だというのに列を成して大繁盛。それも楽しみの一つですね。
写真は左から、清春白樺美術館、真原の桜並木、大泉町谷戸城址、おいしい学校です。
今週末は皆様も桜三昧と洒落てみては如何でしょうか。そして、お花見の後は大成荘でゆっくりお寛ぎくださいま
せ。スタッフ一同皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。（小宮山文子）

2010年4月12日(月)　　 ３月の雪は重かったのでしょうか？

５月１０日の滝合小学校を第一陣に、日野市立の各小学校５年生の移動教室が始まります。
先生方は既に早い時期から準備をされてきましたが、４月１５日には合同実踏が計画されています。
それに先立って、大成荘職員全員参加でハイキングコースの下見に行って来ました。
ご宿泊のお客様をお送りして１１時頃の出発時には小雨がぱらつき、先行きが少々不安ではありました
が、皆の行いが良かったのでしょうか？（＾－＾）　歩くうちに青空が見えてきて、快適なハイキングを楽し
むことが出来ました。途中、川俣川で昼食をとり、所要時間３時間のコースでした。
今年は雪の量は例年に比べ少なく道に残雪は無かったのですが、３月に降った雪が重かったせいでしょ
うか、あちこちに倒木が見られました。道に横たわっているものもありましたので、片付けながらの行程で
したが、チェーンソーが必要なものは後日片付けに行きたいと思っています。
毎年、お弁当は川俣川で食べますが、このお弁当がまた格別に美味しいのです。
この休憩時間にいつもあちこち探し回るのですが、私はまだサンショウウオを見たことがありません。い
つかきっと見つけてみたいと思っていますが・・・。皆さんも見つけにいらっしゃいませんか？
そして、ハイキングの後の締めにいただく、まきば公園のソフトクリーム。これがまた、美味しくって疲れ
が吹き飛びます。
八ヶ岳の大自然に溶け込む感動を皆さんも是非体感していただけたらと切に思いながら、帰路に着きま
した。（小宮山文子）

2010年4月8日(木)　　 さあ　何匹いるでしょう？

大成荘に向かう１４１号線沿いの南清里・道の駅に鯉のぼりが元気良く泳ぎ始めました。ついこの間まで
雪が降ったりしていたのに、鯉のぼりを見たら冬気分はなくなります。気持ちよく晴れた青空に思いっきり
泳いでいます。何匹いるのか数えられますでしょうか？
新学期を迎え、入学したばかりのピカピカの一年生が元気良く学校に登校する姿もあちこちで見かけま
すが、鯉のぼりも一年生も、見ているだけでパワーをもらえますよね。
イワナやヤマメ・ニジマスが釣れる川俣川渓流釣場も４月１日からオープンしています。いよいよ楽しめ
る季節がやってきました。
春の花が咲き、色づいた野山を眺めながら、ゆっくり清里に上って来て、大成荘で寛いでみてはいかが



でしょうか。
スタッフ一同皆様のお越しを心からお待ち申し上げております。（小宮山文子）

2010年4月6日(火)　　 春爛漫、桜花を求めて

待ちに待った春がそこまでやってきました。
甲府盆地から清里まででは約１０００メートルの標高差がありますので、長期間にわたって桜を愛でることが出来ま
す。
峡北地方（県内の韮崎市から北の地域）にも桜花を求めてたくさんの人々が訪れてきています。
韮崎市のシンボル的桜である王仁塚（わにづか）の一本桜は峠を越えました。変わって、北杜市武川町山高の神
代桜が満開を迎えて今週末には最高の人出が予想されます。
そこから近くの真原（さねはら）の桜並木は来週中ごろになるでしょうか・・・。
更に北上して、長坂町の清春芸術村の桜も同じころでしょうか。また、小淵沢町神田（しんでん）の大糸桜は、中央
線の車窓からも良く見えることで有名です。

そして、桜花といえばやはりお酒がつきものです。
白州町台ヶ原宿は、日本の道百選にも選ばれていますが、国道２０号のわき道（旧甲州街道）に入ると竹林の七賢
人を由来に「七賢」ブランドの醸造元がございます。
南アルプスの清冽な水が醸し出す逸品をぜひ、ご愛飲ください。周辺にはサントリーのウィスキー蒸留所とミネラル
ウォーター工場、自家ブドウ園で栽培したブドウから造るワインの醸造所などがあって、素晴らしい水に恵まれてい
る地域であることを証明しています。
そのあとは、大成荘でおいしい食事とくつろぎで至福の時間をお過ごしくださいませ。（小宮山記）

お問い合わせ・ご予約は下記のお電話で承ります。お気軽にお電話くださいませ。
年中無休。午前９時から午後７時まで。（携帯電話、ＰＨＳからもＯＫです。）
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１



2010年5月28日(金)　　 ちょっと天気が気がかりですが・・・

おはようございます。
今朝の大成荘は、雲ひとつ無い快晴で、とても清々しい爽やかな朝を迎えました。
昨夜は日野第一小学校の移動教室での宿泊がございましたが、皆さん元気に牧場体験に出発しまし
た。
清里もいよいよ花の時期を迎えてあちこちで初々しい緑の間にかわいい花を咲かせています。
週末の天気がちょっと心配ですが、２９・３０日の土日にはＳＬも走ります。
ぜひお出かけください。
写真は左からトウゴクミツバツツジ、ズミ、サクラソウです。
従業員一同みなさまのお越しを心からお待ちいたしております。（小宮山文子）

2010年5月24日(月)　　 春の薔薇祭り

今日は潤徳小学校の移動教室ですがあいにく昨日、今日と雨が降り続いています。
せっかく楽しみにしていたのにきっと皆さん残念に思っていることでしょう．．．。
昨日の日曜日、天気には恵まれませんでしたが、日本一長いといわれるハイジの村のバラの回廊の様
子窺いに行ってきました。
少し前に甲府市内では既に満開とのニュースが流されていましたので、ぼつぼつ咲くのでは・・・、と期待
して出かけたのですが未だ蕾は硬く小さなものが多かったです。
５月２９日から６月いっぱいまで「春の薔薇祭り」が開催されますが、今年は例年よりも開花が遅れそうで
す。
ハイジの村の本当の施設名は、山梨県立フラワーセンターですが、その名前のとおりちょっとした植物観
察や趣味の園芸のための売店を楽しむのにも、また小さなお子さんを遊具で遊ばせたり記念写真を撮っ
たりと、楽しい一日を過ごせると思います。
園内ではトチノキが満開を迎えヤマボウシが咲き始めたところでした。
大成荘でのご宿泊の道すがらに一度お立ち寄りになってみては如何でしょう。（小宮山文子）

2010年5月18日(火)　　 思い出を胸に元気に出発！

一昨日、昨日と好天に恵まれています。月と金星の位置関係も１日で大きく変わっていました。
快晴の夕空の下で第五小学校のキャンプファイヤーが楽しく繰り広げられました。あたたかな赤い炎がみんなの顔
を照らし出して雰囲気は最高潮に。みんなで工夫をした出し物も楽しく、時間はあっというまに過ぎてゆきました。
一夜明けて今日はハイキングです。林の中を歩きながらどんな学習をするのでしょうか？日野市内の光景と全く異
なるものに出会ってどんな感想を持ったのか、機会があったら感想を聞いてみたいです。
最後は清泉寮のソフトクリームが待っています！元気に行ってらっしゃい！！（小宮山文子）



2010年5月16日(日)　　 こんな光景にも・・・

せっかくの旅行ですから何か印象に残る光景を1枚残したいのは誰でも同じでしょうか。
夕刻から今宵の光景はちょっと印象的な展開になりました。
異常繁殖としか言いようのない鹿の群れがキープ協会の牧草地に現れるのは日常的になっています。
かわいいだけでは済まされないように思えるのですが、本当にこのままでいいのでしょうか？
また、自然はいろいろな楽しみを与えてくれます。
今宵の月は金星との接近で天空にトルコの国旗を描き出していました。
地球照は肉眼で観察できる天文現象ですが、たまたま金星との共演で面白い光景を見せてくれました。
そして、田植えを控えて代掻きを終えた水田の水面には逆さに写ったその姿がまた印象的でした。こんな
光景に会いにぜひ、大成荘にお出かけください。（清水英昭）

2010年5月14日(金)　　 今朝も元気に

移動教室も第1週目が終わります。
昨夜宿泊した旭が丘小学校の児童たちも早朝から元気に体を動かして今日の行動に備えています。
早朝にこだまする元気な声は、大成荘のみんなも元気をもらえます。
お家に帰るまでが移動教室です！！
頑張って楽しく学習してください。（小宮山文子）

2010年5月10日(月)　　 移動教室第１陣は滝合小学校

ゴールデンウィークが終わると日野市立小学校５年生の移動教室が始まります。
今年の第１陣は滝合小学校。心配されたお天気もまあまあのハイキング日和。そしてみんな元気に大成
荘に到着することができました。
清里の自然を満喫しつつ、清里の自然をよ～く観察してください。
疲れた体はおいしい食事と快適な空間で癒してください。従業員一同、移動教室をシッカリと支えてゆき
たいと考えております。

2010年5月2日(日)　　 大成荘の夜を楽しく・・・



ゴールデンウィークも半分が過ぎました。ここのところ好天に恵まれて、みなさんは思う存分に休暇を楽
しまれていることと思います。
大成荘での楽しみは何といってもおいしい食事とゆっくりとした寛ぎでしょうが、夕食後にも宿泊ならでは
の楽しみがあります。
それは晴天のときに見上げる満天の星空！
また時々開催されるクラフト教室での夕食後のひと時も家族、市民相互のふれあいを深める良い機会と
なることでしょう。
今夜はこの楽しみの２本立てで、折り紙を楽しんだ後は快晴の空に宝石をちりばめたような星空を堪能
していただきました。細い線のような土星の輪が印象的でした。（清水英昭）



2010年6月26日(土)　　 外は雨でしたが・・・

今日は雨が降ったり止んだりの一日でしたが、その雲の上では今も星々が煌めいているはずです。
天の川をはさんで織姫と彦星も１年に一回だけ会える日を待ちわびていることでしょう。
週末で賑わった大成荘では、小さなお子様が主役のように短冊に願い事を書いたり、スズランを折り紙
で作ったクラフト教室に参加してくださいました。
神様に祈ぎ事が聞き入れてもらえるように、みんなでお祈りしたいと思います。
あした天気になあれ！
韮崎市の甘利山のレンゲツツジが満開の情報が入りました。入笠山（にゅうがさやま）のスズランもとて
も可憐で見る人を和ませてくれます。
ぜひお出かけください。お待ちしています。（清水英昭）

2010年6月25日(金)　　 七夕を飾りました

梅雨時でむしむしと、すっきりしないお天気が続きますね。大成荘の近くでミヤマオダマキやサワギクが
咲いてるのを見つけました。ちゃんと時期になると咲く。自然って凄いですね。
そうこう言いながら、時が経つのは速いもので既に夏至も過ぎて、あと５日で今年も半分が終ります。そ
して、７月７日は七夕。
大成荘でも笹の葉の七夕を飾りました。大成荘でゆっくりくつろぎながら、お願い事を書いて吊るしてみ
てください。お願い事、叶うといいですね。
そして夜にはお星様。さて今夜は天の川は見られるでしょうか・・・。
夏本番を迎える清里を存分にお楽しみください。（小宮山文子）

2010年6月18日(金)　　 ハイジの村はバラの花盛り

北杜市明野町にあるハイジの村では5月末から6月30日まで「春のバラ祭り」が開催されています。
日本一長いと誇る自慢のバラの回廊は長さ２３０ｍ、１０００品種５０００本のバラが植えられているそうで
す。
甘～いバラの香りに包まれて歩く回廊はお姫様気分。どこかのお城の庭園を散策しているようでした。
このバラの花に魅せられたのでしょうか、観光バスやマイカーで来られたたくさんのお客様でにぎわって
いました。バラに囲まれて撮った写真には幸せ笑顔が写っていることでしょう。
大成荘にお越しの前、あるいはお帰りの時にちょっと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。きっと、うっとり
と最高の気分が楽しめることでしょう。
お帰りにはバラの花苗、地元明野産野菜や蒸しとうもろこし等の販売もありました。楽しみですね。（小宮
山文子）



2010年6月15日(火)　　 今週末位までが見ごろです。

清里美しの森のツツジが満開です。今朝は雨上がりのせいか澄んだ青空がとてもきれいで、咲きそろっ
たレンゲツツジの朱色が良く映えてコントラスト抜群の光景でした。
団体の方々やご夫婦で訪れた方がリュックを背負い、日傘やカメラを片手にお喋りしながら楽しそうにハ
イキングに出かけていきました。
頬をなでてゆく薫風が爽やかさを一層引き立てて、とても心地良いひと時でした。（小宮山文子）

2010年6月12日(土)　　 第６３回清里高原つつじ祭り

明日の日曜日は恒例の「つつじ祭り」です。
サンメドウズ清里ハイランドパーク（冬は清里スキー場）をスタートして２０キロメートルの健脚コースと１２
キロメートルのファミリーコースに分かれてゴールの丘の公園を目指す「つつじ祭り清里ウォークが開催
されます。
また、ツツジを植える植樹祭も同時に開催されて、梅雨の前の華やかなひと時をお楽しみいただけま
す。
燃えるようなツツジの朱色と満開を迎えたズミの白い花が対照的で、とても印象深い光景になっていま
す。

2010年6月8日(火)　　 ５年生の移動教室が終わりました

毎年５月下旬には賑やかに鳴きはじめるハルゼミですが、今年は６月６日になってようやくその声を聞く
ことができました。大成荘の周りではズミが満開のときを迎え、広葉樹も日に日にその葉を大きくして、と
ても絵になる風景が広がっています。
そして、５月１０日に始まった５年生の移動教室の皆さんを送り出すのも今朝で終わりになりました。牧場
体験にも家畜伝染病口蹄疫の影響が表れて、児童の皆さんにはより身近な問題として感じ取れたことで
しょう。
これから夏休みまで一生懸命に勉強してまた、大成荘でお目にかかれたら嬉しいですね。
移動教室とは一味違った大成荘を、今度はご家族の皆様とご一緒にお楽しみください。
皆様のお越しを従業員一同心からお待ちいたしております。（小宮山文子記）

2010年6月4日(金)　　 みんなの夢は・・・

今、１時を少しまわりました。大成荘館内では日野第二小学校の皆さんが就寝中です。



今日のハイキングや牧場体験ではどんな感想をもったのでしょうか？
キャンプファイヤーは小雨交じりの生憎のコンディションでしたが、目いっぱい楽しんだ様子で、みんなと
ても満足そうでした。
日野市内の木と違った姿の木々をたくさん見たと思いますが、増えすぎた鹿の食害から樹木を守るため
に木にスカートをつけています。自然環境を守ることの難しさを痛感させられる光景です。
ファイヤーには邪魔だった雨もスッカリ上がって１１時過ぎには満天の星空が広がりましたので１枚。南
東の空にさそり座が昇ってきました。約半分ほどになった月も昇って来るので東の空はやや赤みを帯び
た妙な感じの空でした。しっかり休んで明日の行動に備えてください。
おやすみなさい。（清水英昭記）

2010年6月4日(金)　　 青空の下で

朝からとてもきれいな青空が広がっていて気持ちが良かったのでちょっと、まきば公園を覗いてきまし
た。お天気が良ければピクニックやハイキングには絶好の季節です。
広い草原に1本の大きな木。その下では羊たちがのんびりと若草を食んでいました。私が近寄っても驚く
こともなくとても優雅な光景でした。こんな大きな木の下でゆっくり読書でもしたくなりますね。
回りにはズミの花が満開でした。いろいろな花が次々と咲いて楽しみな季節でもあります。
団体の観光客やご家族連れで賑わう中、小さなお子さまたちの嬉しそうな歓声が聞こえ、平和な長閑な
空間で、豊かな時間が過ぎてゆきます。
都会に暮らす皆様も日常の忙しさからちょっと離れて是非、八ヶ岳の麓でのんびりとスローライフをお楽
しみくださいませ。
大成荘では皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。（小宮山文子記）

2010年6月2日(水)　　 燃えろ！友情の火！！

七生緑小学校の移動教室は絶好の天気に恵まれて、体験、ハイキングと楽しく学習出来ました。
夜レクは、みんなが楽しみにしていたキャンプファイヤーが出来ました。
みどり色の衣をまとった女神さまから火を分けてもらって、点火。
夜空を焦がす赤い炎に照らされて、忘れられない清里の夜を精いっぱい楽しみました。
大人になってからもきっと、今夜の友情の火が鮮やかによみがえることでしょう。
ゆっくり休んで明日も元気に体験学習をしましょう！　（清水英昭記）



2010年7月27日(火)　　 夏本番！！

ギラギラと輝く陽光が燦燦と降り注ぎ、蝉が賑やかに鳴く松林の間を縫って一気に車で駆け上がって行く
と、会場いっぱいに沢山のヒマワリが最高の笑顔で迎えてくれました。
北杜市明野町恒例のサンフラワーフェス2010が、８月３１日までの予定で開催されています。
真夏の日差しを目いっぱいに浴びて、大きな花を咲かせて悠々と立っているヒマワリ。並んで立ってみて
も既に私の背は越され、その堂々とした姿は「暑さに負けるなよ！」と言っているようで、なにか勇気を
貰ったような気がします。
広大な畑は、カメラに収めても迫力満点。シャッター音があちこちで賑やかに鳴り続けていました。
畑の中では、お子様連れのご家族やカップルがヒマワリを背景に記念撮影に余念がありません。
ハイッ、チーズ！
ヒマワリを楽しんだ後は、ブルーベリーソフトクリームやブルーベリージュースが火照った身体にひんやり
と美味しいですよね。
皆さんも是非、ヒマワリ畑の中に身をおいてお楽しみください。
そして、その後は大成荘で夕涼み。夏の暑さで疲れた身体を癒してあげてください。
また、本日より夏休み期間の大成荘ミニ植物観察会を始めました。山野草の可憐な花たちと共に、スタッ
フ一同皆様のお越しを心からお待ち申し上げております。（小宮山文子）

2010年7月25日(日)　　 雲間に宵の明星

今宵の空は、夕焼けから雲間に輝く一番星の金星へ、そして更に丸みを増した月へと、その時間の経過
とともに移り変わる様子がとても楽しいひと時でした。
キャンプ場では参加中の児童の皆さんが一生懸命に飯盒を磨いていました。借りた時より美しくをモッ
トーに、次に使う人のために用具の洗浄に余念がない光景を見せていました。ハイキングの疲れも何の
その、頑張っていました。今夜はどんな夢をみるのでしょうか・・・。（清水英昭）

2010年7月24日(土)　　 夏休み育成会第１陣

梅雨明けの声とともに猛暑日の連続となっています。
ニュースの中にも「熱中症」という言葉が頻繁に出てきますが、みなさま如何おすごしでしょうか？
学校もいよいよ長い夏休みに突入しましたが、体のリズムを崩さないようにお気をつけください。
育成会の第１陣として「平山中地区育成会」の皆様の恒例の２泊での舎営キャンプが始まりました。
多くのボランティアの方々に支えられたキャンプは、参加された児童の皆さんの胸の奥深く良い思い出と
して刻まれていくことでしょう。（清水英昭）

2010年7月24日(土)　　 束の間の夕涼み観望会



真夏の太陽がギラギラと輝いて地表をあたためると大量の水蒸気を大気中に運ぶのでしょう。
夏の名物積乱雲も見ているだけならダイナミックにどんどんと姿を変えていくのがとても美しいですが、
限界を超えると雷様の出番となって時に災害をもたらします。
ちょっとした夕立なら打ち水効果で一気に気温が下がって快適になるのですが・・・。
今夜は夕食後も南天だけは晴れていましたので、久々に望遠鏡を持ち出して月の観望会をお楽しみい
ただきました。
８時過ぎから始めた観望会ですが８時４５分には全天が雲に覆われて、夕涼み観望会も幕となりました。
（清水英昭）

2010年7月18日(日)　　 大成荘の夜を楽しく

待望の梅雨明けの声が聞かれましたが、各地からは悲しいニュースも入ってきています。
水害に遭われました皆様には心からお見舞い申し上げます。
毎年、梅雨の終わりには集中豪雨の報が入ってきますが、これも地球温暖化の影響なのでしょうか...。
このような時ではございますが、大成荘の地清里では平穏な日々が続いておりますことに感謝です。
また、海の日を迎えての３連休でたくさんの方々に集っていただきましたが、今夜は旬を迎えている生ラ
ベンダーを用いてのポプリづくりを楽しんでいただきました。
窓から流れ込むとても気持ちの良い高原のさわやかな夜風が、館内に芳香を漂わせて一層楽しいひと
時になりました。（清水英昭）

2010年7月15日(木)　　 八ヶ岳南麓高原湧水群　三分一（さんぶいち）湧水

八ヶ岳南麓にはふもとの村人の生活用水であったり、現在も農業用水として豊かな恵みをもたらして
いる大小の湧水が点在しています。
これらの湧水群は、環境省によって日本の名水百選の一つに選定されています。そのうちの一つ三分
一湧水は、木々に囲まれた中に静かに佇んでいて、今日も昔と変わらない清澄な八ヶ岳伏流水を静か
にふもとに送り出しています。
この豊かな水をふもとの村々に公平に分ける方法として、甲斐の知将武田信玄公が作ったと言い伝え
られているのが三分一湧水の名前の由来ですが、近年発見された文献によると現在の姿になったのは
江戸時代になってからのようです。
すぐ近くには武田軍が信濃攻略に使った棒道もあり、道の脇に佇む石仏が戦国ロマンの香りを漂わせて
います。
また近くには平山郁夫シルクロード美術館もあり、画伯の作品はもちろん、取材でシルクロードをたびた
び訪れた折に収集されたものは東西文化を結ぶ貴重な資料として訪れる人々に感動を与えています。
詳細は、北杜市役所ホームページからもしくはそれぞれの名称で検索してください。（小宮山文子）

2010年7月12日(月)　　 山野草を愛でる



梅雨明けが待ち遠しい昨今です。
みなさまいかがお過ごしでしょうか？
大成荘の構内では色々な花が見られるようになってきましたので、その一端をご紹介させていただきます。
雨の中にも白い花を次々と咲かせるナツツバキ。一度に咲かないのは、より確実な種の保存を図るためだ
とか。植物の不思議な力を感じさせられます。
いつも根元から折れてしまうバイケイソウですが、今年は雨に負けないで頑張って咲いています。
シモツケもきれいな可愛いピンクの花を咲かせました。これから次々に山野草が咲き競いますのでどうぞお
楽しみに。
可憐な花たちが皆様のお越しをお待ちしています。（小宮山文子）



2010年8月20日(金)　　 夏休みミニ植物観察会

学校の夏休みも四分の三が終わりました。
ぼつぼつ宿題も追い込みに入る頃でしょうか・・・。
小学生の自然観察にもピッタリの大成荘の建物周囲を巡るミニ植物観察会を天気の良い日に実施しています。今
朝は、３世代で涼風を求めに来られたご家族が参加してくださいました。
小学生のお子さんは熱心にメモを取られていましたが、高原ならではの山野草と赤みを増してきた赤トンボが印象
的でした。
赤トンボも間もなく里に下りてゆきますが、同時に清里高原は秋を迎えます。
１０月１６日（土）・１７日（日）は、清泉寮のお祭り、ポール・ラッシュ祭です。
紅葉も色づき始めて一段と秋色が濃くなってきますので、大成荘で一足早い秋をご堪能くださいませ。（小宮山文
子）

2010年8月10日(火)　　 清里フィールドバレエ

毎年夏恒例の清里フィールドバレエも今年は昨夜で千秋楽を迎えました。予てより是非行ってみたいと
思っていましたが、夢を叶える事が出来ました。
清里の暗い夜空に霧がかかり、ライトに照らされて幻想的な世界に誘われると、白いドレスに身をまと
い、白い羽衣をなびかせて踊るバレリーナの姿はまるで妖精のよう。この魅力に魅せられて来られるお
客様で会場は満席。溢れる情熱で小雨がぱらついても、寒さ知らずで見入っていました。
千秋楽でしたので花火も上がって気分は上々。そして演技終了後はバレリーナの皆様にお見送りされ
て、本当に別世界の夢気分でした。
今年は終了となってしまいましたが、また来年のお楽しみですね。（小宮山文子）

2010年8月9日(月)　　 夏休みミニ植物観察会

昨夜降った雨や天気の影響で今朝の気温は２０℃と、連日の猛暑がウソのような涼しさでした。
雨の影響で足元が濡れて歩き難かったのですが、植物観察会を実施しました。
花には雨滴が残ったままで普段とはまた一味違った味わいを見せていました。
今日、参加してくださったお客様は８名様。車いすで参加された方にはちょっとご不便を強いてしまいましたが、約１
時間弱のひと時をお楽しみいただきました。
トモエソウ、オトギリソウ、ヤマホタルブクロ、ワレモコウ、ツリフネソウ、ネジバナ、ミズヒキ、キンミズヒキ、クサレダ
マ、チダケサシ、クルバマナ、等々。既に萩も咲いていて高原の短い夏は秋の気配を感じさせるこの頃です。皆様
もぜひ、大成荘の周囲を巡るミニ植物観察会にご参加ください。お待ちいたしております。（小宮山文子）



2010年8月7日(土)　　 好評！カレーﾊﾞｲｷﾝｸﾞ

今年も日野市公民館主催の障害者青年学級夏合宿が２泊３日の予定で開催されました。ボランティアの
皆さんに支えられて楽しいプログラムが参加された皆さんに夏の思い出をつくってゆきます。
何といっても夏は体力を消耗します。特にこの夏は猛暑日が続いていますので、食べることと休養は健
康維持に最も重要な要素です。
大成荘貸切の場合の特別メニュー、カレーバイキングが好評です。夕食後は久しぶりに満天の星空が
見られ、キャンプファイヤーや花火大会に歓声があがりました。
写真は、カレーバイキングのトッピング・フレッシュ高原野菜・花火の様子です。（清水英昭）

2010年8月3日(火)　　 育成会活動第２弾

早いものでカレンダーは８月になりました。
育成会の活動もあちこちで活発に行われているとおもいますが、大成荘を活動の場にした育成会の第２
弾の皆さんは、一中地区育成会の皆さんです。
心配された空模様ですが、午前中の雨も止んでお天気も味方する楽しい活動が始まりました。
活動の中でも食事とキャンプファイヤーは特に楽しいひと時です。
メンバーの喜々とした笑顔があちこちで弾けます。
明日も天気だといいですね。（清水英昭）



2010年9月25日(土)　　 月齢17.1の月と木星

22日の中秋の名月は雲の合間の名月でしたが、今夜の空は雲ひとつない快晴でした。
月と木星が離れてしまいましたがちょっと、絵になる光景が広がっていました。
せっかくの機会でしたので屋上に望遠鏡を出して木星観察をしました。そして月も。
月の圧倒的な迫力に参加されたお客様は「寒さを忘れて」楽しんでおられました。
観望会の 中には漸く10℃を超えていましたが、体感的には非常に寒い感じでした。
ここまで下がると暖房のお世話にならざるを得ません。この間までの暑さが懐かしい！？
写真は屋上から眺める月と木星です。月の写真は携帯電話で望遠鏡を覗いてパチリ。
空気も澄んできて星を見るのにとても良い季節になります。
ぜひお出かけください。（清水英昭）

2010年9月17日(金)　　 もうすぐ十五夜です

来週２２日は、中秋の名月十五夜です。
今年の暑さもこの頃では漸くおさまりを見せてきていますが、今夏、都会とは違う大成荘の涼しさを満喫
された皆様もたくさんいらっしゃいました。この連日の猛暑の中で皆様は７～８月をどのようにお過ごしに
なられましたでしょうか？
９月も半ばを迎えて朝晩の空気もひんやりとしてとても清々しい季節になりました。
カラマツの緑にもなんとなく秋の気配を感じさせる色の変化が見られる感じです。
さて、夜空を見上げると日毎に月が大きくなってきていますが、２２日は中秋の名月、芋名月ともいわれ
る十五夜です。
日野市内ではどんな十五夜飾りをされますか？
また、田舎をお持ちの方々は幼少の頃の十五夜はどんな風だったのでしょうか？
大成荘では周辺のヤマブドウも豊かに実って収穫の秋を迎えております。
山栗も実を落し始めました。
ご夕食も秋のメニューに衣替えして皆様のお越しをお待ちいたしております。
一足早い秋の気配をご堪能くださいませ。（小宮山文子）

年末年始のおハガキでの抽選も９月２７日まで受付中です。

お問い合わせ・ご予約はフリーダイヤルでお気軽にどうぞ。
年中無休・午前９時から午後７時まで。携帯・PHSからもOKです。
０１２０－４８９－５７１

2010年9月11日(土)　　 月へのたびだち



今年の中秋の名月は、９月２２日です。
十五夜にまつわるお話は、各地方によっていろいろな説があるようですが、今夜は誰もが良く知っている
竹取物語に因んで、折り紙でかぐや姫の壁掛けを制作しました。
ヒロインのかぐや姫が、月からの使者を待つ心境はいかがだったのでしょうか？
育ててくれたおじいさん・おばあさんへの思いか、それぞれの作品にはそれぞれの思いがよくにじみ出て
いて、その得も言われぬ憂いの表情がとても印象的でした。
皆さんの十五夜飾りはどんな風にかざられるのでしょうか。
清里周辺はやはり、農業地帯ですので豊作を祈り、収穫の秋を神様に感謝する行事としての飾り付けが
多いように思われます。
甲州は果物王国です。おいしい果実が皆様をお待ちいたしております。
また、大成荘でも夕食を秋メニューに切り替えて、皆様のお越しをお待ちいたしております。
ぜひ、お出かけください。（清水英昭）

2010年9月6日(月)　　 草地にも秋の気配が

年に２～３回、日野の自然を守る会の皆様が大成荘の草地の管理をしてくださっていますが、
今日は指導者の馬場先生を中心に「日野団塊世代広場」の皆さんが、秋の庭作りに汗を流してください
ました。
先ずは植生の変化の様子を観察する勉強会から。
そして、ロビーから眺める草地も秋の気配を漂わす雰囲気いっぱいに変わりました。
作業は参加される皆様の手弁当によるボランティア活動で行われます。
日野市内での活動を中心に、大成荘にも足を延ばしてくださる皆様のご厚意に感謝の日々です。
大成荘にお越しの際にはぜひ、草地の様子をご覧になってください。
きっと新鮮な感動に出会えます。
秋を探しに大成荘にお越しくださいませ。（小宮山文子）
お問い合わせ・ご予約はフリーダイヤルでお気軽にどうぞ。
年中無休・午前９時から午後７時まで。
０１２０－４８９－５７１

2010年9月4日(土)　　 今朝の八ヶ岳

９月に入ってもなお、猛暑日が続いていますが皆様いかがお過ごしでしょうか？
夏休み期間中に多くの皆様のご利用がいただけましたこと大変ありがとうございました。
今日も各地で猛暑日の予報が出ていますが、清里高原には少しずつ秋の気配が忍び寄っています。
今朝は八ヶ岳もその姿をくっきりと見せていました。
高原の山野草も秋の花へと移行しています。
一足早い秋を見つけにぜひ、お出かけください。



2010年10月29日(金)　　 嵐の前の静けさか・・・!?

台風14号が日本列島を目指して北上しています。大成荘周辺の紅葉もピークを過ぎつつありますので、
強い風雨にさらされると一気に葉を落としてしまうことでしょうが、標高差が大きい清里ではまだまだ紅葉
を楽しめるときが続きます。
今朝、出勤途中で川俣川東沢渓谷の様子を１枚撮ってきました。
雲に覆われてところどころに青空が見える状態でしたが、八ヶ岳高原大橋から見る渓谷の樹木が大分黄
色みを帯びてきました。
今後の台風の行方が心配ですが、今週末にはもう少し色付いてくるでしょう。晴れた日には富士山も見
られます。この雄大な景色は見ごたえがあります。何か心に響くことがあると思います。
この時期にも是非、雄大な景色をご覧いただけたらと存じます。お待ちいたしております。（小宮山文子）

追伸
昨日は今年最初の路面凍結による大型車同士の事故があり、国道１４１号が８時間にわたって通行止
めになりました。清里ではもう、冬支度も必要です。

2010年10月27日(水)　　 今朝はなんと氷点下５℃

寒かったですね。通勤途上のラジオで「清里の今朝の気温は－５℃を観測しました。」と、報道されてい
ました。
寒い分、空気が澄んできれいな青空が広がっています。
国道１４１号線、大成荘への入口の少し手前の藤沢橋付近の紅葉が、今とても綺麗なので写真を１枚
撮ってきました。
皆様に清里の情報をお知らせするのには、より鮮明な、きれいな写真を撮る事が重要ですが･･･。今朝も
折角の青空がイマイチ。感動をそのまま伝えられずすみません。私にとっての、今の大きな課題でありま
す。
是非、皆様こちらにお越しいただいて、紅葉の秋を楽しんでください。（小宮山文子）

2010年10月26日(火)　　 放牧されていた牛たちも我が家へ帰る

１０月も残り少なくなってきました。
牧草にも僅かずつ黄色みを帯びたものが見えるようになりました。
春に天女山牧場に放牧された牛たちも、新鮮な草をたくさん食べて一回り、ニ回り大きくなって麓の我が
家に帰って行く光景がニュースで流されていました。
東沢橋から見る紅葉もだんだん枯れ葉へと移ろい行きます。
足に自信のある方は、これからは東沢渓谷ハイキングコースを辿ってみるのもお勧めです。
写真は、今日、午後の東沢橋の様子です。（小宮山文子）

2010年10月23日(土)　　 青空に紅葉が映えます



八ヶ岳にもやっとスッキリした青空が戻ってきました。
東沢橋付近の紅葉もピークを迎えた頃と思いましたので、出勤前に様子を窺いにちょっと回り道をしてみ
ました。
レストハウスの駐車場から見る紅葉は、ほぼピークを迎えている様子です。
明日はこの東沢橋を通るコースでロードレースが行われますので、お車ではこのビューポイントに行か
れませんのでご注意ください。
ヤマブドウも紅葉と濃い青紫の実が青空の中に輝いています。
清里の紅葉狩りにぜひ、お出かけくださいませ。
写真は、東沢橋の紅葉と大成荘ロビーからの眺めです。（清水英昭）

2010年10月21日(木)　　 霧にむせぶ東沢大橋

今日は朝から雨が降り出して、肌寒い一日になりそうです。大成荘内の木々の葉が雨に濡れて綺麗に
輝いていましたので、出かけてみました。
東沢大橋周辺はきれいに色づいてきました。霧がかかってひんやりした空気の中で、紅葉した木々が出
たり隠れたり、ちょっとロマンティックな空間でした。
吐竜の滝周辺は色づき始めたところでしたが、５～６組の紅葉狩りのグループの方に出会いました。
今からあちこち綺麗に、賑やかになってきます。
また、大成荘周辺を落ち葉を踏みしめながらお散歩して、お腹を空かせとところで美味しいお食事。
というのは如何でしょうか？
平日にはまだまだ空き室がございます。ぜひお出かけください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ち申し
上げております。（小宮山文子）

2010年10月18日(月)　　 今朝の東沢橋

好天に恵まれたポール・ラッシュ祭も無事に終わった清泉寮の前の草地は、「兵どもが夢のあと」そのも
のでひっそりとたたずんでいました。
清里の紅葉の名所「東沢橋」を覗いてきました。
暫くの間、日に日に移ろいゆく清里の紅葉の様子をお届けしたいと思います。（小宮山文子）

2010年10月17日(日)　　 早朝の東沢橋

今朝は薄雲に覆われている清里です。雲を透かして太陽がぼんやりと見えるような天気ですが、予報で



はこれから晴れてくるようです。
今日も清泉寮はカンティフェアで賑わうことでしょう。
駐車場が込み合いますので早朝に東沢橋のたもとまで出かけてみました。紅葉も日に日に進んでいる
ようです。
写真は、今朝の東沢大橋の様子です。
渓谷沿いに下って吐竜の滝まで紅葉の中を行くハイキングもおすすめです。

2010年10月16日(土)　　 間もなく大成荘は落ち葉の季節

今日・明日は、八ヶ岳南麓での最大イベント、ポール・ラッシュ祭八ヶ岳カンティフェア２０１０が清泉寮で開催され、
会場はたくさんの人出で賑わいます。
大成荘の構内では黄葉も進んで落ち葉のジュウタンの光景が出現しました。
東沢橋の紅葉ももう直ぐピークを迎えますが、これから標高を下げながら暫くは錦秋の景色を楽しむことが出来ま
すのでぜひ、お楽しみください。（清水英昭）

2010年10月16日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「健康ヨガ教室」

体育の日も終わっていよいよ爽やかで清々しい季節になってまいりました。
巷では体育の日に因んだイベントがたくさん行われているこの頃だと思います。
大成荘では、夕食後でもありましたのでちょっとおなかの辺りがきつかった？かも知れませんが、日常と
ちょっと違う雰囲気で心と体のバランスを整えていただくことを目的に、ヨガ入門教室を実施しました。
体が悲鳴をあげない程度にポーズを決めて、呼吸を整え、心に爽やかな栄養を補給していただきまし
た。
最後に皆さんでポーズを決めてもらった写真をパチリ。
ご参加いただきましてありがとうございました。（清水英昭）

2010年10月11日(月)　　 今週末あたりから・・・

何日振りかでスッキリした青空が戻ってきました。
大成荘周辺の樹木もいよいよ色づき始めてきましたので、今週末あたりから紅葉狩りが楽しめるのでは
ないかと期待しています。
今朝も出勤前に「東沢橋」に立ち寄って、様子を窺ってきました。
今週末１６・１７日は、ポール・ラッシュ祭八ヶ岳カンティフェアが開催されます。
その頃には東沢渓谷の紅葉も進んで見頃を迎えそうな感じです。
その後も徐々に標高を下げて紅葉が楽しめますのでどうぞ、お出かけになってください。
ご宿泊のご予約・お問い合わせは下記フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。
従業員一同、皆様のお越しを心からお待ち申しあげております（清水英昭）



フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１
毎日午前９時から午後７時まで。携帯・ＰＨＳからも可。

2010年10月1日(金)　　 Ｂ－１グランプリ　優勝！！

９月１８・１９日の２日間、厚木市で開催されたＢ級ご当地グルメの祭典「Ｂ－１グランプリ in 厚木」で「甲
府鳥もつ煮」が見事にゴールドグランプリに輝きました。
鳥もつ煮は、甲州のお蕎麦屋さんでは定番料理で、注文のおそばが出来るまでのつなぎに食べたり、お
酒のおつまみとしても好まれています。
戦後間もない昭和２５年頃に捨てられていた鳥もつに目をつけたのが始まりとか・・・。
今では多くの飲食店で提供されている甲州の食の定番です。
グランプリのおかげで甲府市内のお店では売り切れ店や、長い時間待たなければならないお店も出現し
たとか。
大成荘周辺のお蕎麦屋さんのメニューにもございますので、ちょっと寄ってみては如何でしょうか。
これから２週間もすれば紅葉の季節です。
写真好きの方のみならず、日々移ろい行く八ヶ岳南麓の景色をご堪能ください。
大成荘では、平日に空室がございますので是非お出かけくださいませ。
秋のお食事メニューをご用意して従業員一同、皆様のお越しをお待ちいたしております。（小宮山文子）

ご予約・お問い合わせは下記のフリーダイヤルでお気軽にどうぞ。
０１２０－４８９－５７１
毎日午前９時から午後７時まで。携帯・ＰＨＳからもＯＫ



2010年11月20日(土)　　 まぁるい月と木星

立冬を過ぎて暦の上ではもう冬ですが、日中は穏やかでとても暖かい一日でした。それでも日没とともに
気温が急激に下がって夕食前に寒暖計は５℃を示していました。
ピンと張り詰めた空気の為に満月前の月は冴えわたり、南天の木星がひときわ目立って輝いていました
ので、夕食前に木星観望会を行いました。
今夜は片側に寄ったガリレオ衛星が印象的な木星の姿でした。
これからは気温の低下で観望がちょっと辛いのですがその分、星星の輝きが一層増す時です。
どうぞ平日にゆっくりと清里の空に輝く星の世界をご堪能ください。（清水英昭）

2010年11月19日(金)　　 清里はもう冬です。

賑やかだった山の紅葉も、葉っぱがみな落ちて寂しくなりました。朝夕の気温も下がり、吹く風がとても冷
たく感じるようになりました。昨日は雪もちらつきました。もう冬ですね。
そこで大成荘では冬の準備を行いました。構内の草を刈り、ならして、また来年も可愛らしい草花が元気
なお顔を見せてくれますように。雪の準備も万全に除雪車にタイヤチェーンをはかせて充電をして。お客
様を安全にお迎えできるようにと準備に余念がありません。
今年もあちらこちらで異常気象がもたらすニュースが伝えられましたが、本格的な冬を目の前にして大き
な変化が無いことをと祈っております。
さて、寒い冬も楽しいスキーシーズンですね。大成荘近辺のスキー場は１２月１１日オープンを予定して
います。平日にはまだまだ空き室がございます。スキー場も平日は空いていてリフトも乗り易いという利
点もございます。皆様のお越しを心からお待ち申し上げております。（小宮山文子）

2010年11月8日(月)　　 爽やかな秋晴れに

休日を利用して長野県大町市八坂にある信州金熊温泉に行ってきました。
雪をかぶった北アルプスの山々を眺めながら豊科インターから約１時間。
犀川の中流に位置する山清路公園では、青緑色の綺麗な水面に映し出された紅葉がとても綺麗でし
た。又、八坂には「乳房いちょうの木」という幹や枝からこぶが垂れる性質を持ち、そのこぶが乳房に似
ているという珍しい大きな銀杏の木を見ることが出来ました。
信州大町や安曇野といえば「おやき」が有名ですが、この辺では道の駅やおやきセンターなどあちこちで
おやきを食べたり、買ったりすることができます。店によって製法や味付けが違いおやき三昧の旅でした
が、中でも、私が行った明日香荘では究極の「灰焼きおからおやき」があり、昔ながらのおやきを味わう
ことが出来ました。
大町市へは、大成荘から１時間ちょっとで行かれます。機会がありましたら足を伸ばしてみてはいかがで
しょうか。（小宮山文子）

2010年11月6日(土)　　 大成荘の夜を楽しく



今夜の大成荘、外の気温は６℃まで下がりました。
明朝は立派に成長したたくさんの霜柱が見られそうです。
ハロウィンが終わって、あちこちのお店の飾りもクリスマス色が目立つようになりました。
そこで、大成荘では夕食後ひと時をクラフト教室、松ぼっくりで作るミニミニツリーをお楽しみいただきまし
た。参加してくれたのは幼稚園で一緒だったが今は別々の小学校に通っている小学生たち。
これまでずっと、交流してきたそうですが、これからも仲良しグループで大成荘に来てください。
クラフト終了後、木星がとても見やすくなっていますので、木星の観望会を行いました。
目を凝らして見ると縞らしいものやガリレオ衛星が見られて感動がありました。
それ以上に、快晴のうえに月が無かったので天の川もくっきりと見えて大感動。今日はプラネタリウムに
寄って来られたお客様には良い実践講座になりました。（清水英昭）

2010年11月5日(金)　　 紅葉日和です。

吐竜の滝の紅葉は毎年楽しみにしておりますが、今年もとても綺麗に色づきました。
駐車場から１０分足らずのなだらかな山道を歩けば滝と紅葉が楽しめます。いつもは静かなたたずまい
ですが、今日はたくさんのお客様がお見えでした。
千葉から紅葉狩りに来られた方は、「赤い橋まで往復してきましたが、とても綺麗だった。」と、おっしゃっ
ていましたので、渓谷沿いの紅葉を存分に楽しまれたことでしょう。
昨日は昇仙峡、今日は吐竜の滝、明日は尾白川渓谷・・・と巡る旅は、この時期ならではの恵みを堪能
出来る素晴らしいひと時です。また「温泉もいいですねえ」と言われたように、北杜市内には思わぬ触れ
合い出会いもあって、嬉しい出来事をたくさんお土産にしてお帰りいただきたいですね。
八ヶ岳高原大橋からの紅葉も、黄色が一段と増して良い景色です。
今週末はお天気も良さそうです。最高の紅葉狩りをお楽しみくださいませ。（小宮山文子）

2010年11月2日(火)　　 なんと八ヶ岳も初冠雪！

八ヶ岳高原大橋から見る川俣川渓谷の紅葉が見ごろになってまいりました。この雄大な景色を毎日眺め
られるのを楽しみに通勤していますが、今朝は強風が吹いて空気も澄み渡って、八ヶ岳の頂上が白く
なっているのが見えました。
最近、異常と思われるような気象現象があちこちで見られ、時には災害をも引き起こしていますが、それ
とは直接に関係は無いのでしょうが昨日、急に雨が降り出したかと思ったら西は雨雲、東は青空という変
な天気で、空に大きな半円を描く虹がかかりました。こんなに大きな虹を見たことが無かったので慌てて
写真を１枚撮りましたが、カメラには収まりきりませんでした。自然のスケールの大きさに戸惑いながら、
大成荘を訪れる皆様に雄大な景色をご堪能いただきたいと思うひと時でした。（小宮山文子）



2010年12月28日(火)　　 良いお年をお迎えください。

今年も残すところ後３日あまりとなりましたが、地球上では感動的な出来事ばかりではなく、地震などの
自然災害による悲しいことも多々ございました。
そのような中で今年もたくさんの皆様に大成荘をご利用いただきまして誠に有難うございました。
皆様の温かい励ましのお言葉に支えられながら今年も何とか無事に来られました。
クリスマスから一変、お正月を迎える準備が整いました。
来年も「皆様に愛される大成荘」にと職員一同精一杯努めさせていただきますので、ご愛顧のほどよろし
くお願い申し上げます。
皆様、良いお年をお迎えくださいませ。（小宮山文子）

2010年12月25日(土)　　 雪見ゆず湯

昨日から各地で大荒れの天気になっているようですが、清里は５センチほどの粉雪が積りました。
屋根の雪は風に飛ばされてしまいましたが、浴室の窓越しに見る銀世界は冬の風情そのものです。
今夜は、２２日の冬至ゆず湯に引き続いての雪見ゆず湯を準備しました。
周辺のスキー場も全てオープンになりましたので、初滑りを楽しまれるお客さまも多いことと思います。
冷え切った体をゆず湯でゆっくりと温めてリフレッシュしてください。そのあとは、冬のメニューになったお
いしい夕食をご堪能ください。
大成荘は標高１４００メートルを超える山岳地ですので、晴天から急に雪模様に天気が変わります。冬用
タイヤに取り換えたりタイヤチェーンを準備して、くれぐれも安全運転でお越しください。
従業員一同心からお待ち申し上げております。（清水英昭）

2010年12月18日(土)　　 今夜は清泉寮のイルミを見に・・・

土曜日の夜でもありますので、先週に続いて「ミニお正月飾り作り」のクラフト教室を計画しましたが参加
されるお客さまがいらっしゃらず、教室はお流れに。
そこで、清泉寮が並木のライトアップをしているとのことでしたので、様子窺いに出てきました。
出かけた８時過ぎの外気温は既にマイナス１℃を示していました。須玉・韮崎方面が見通せる空気の澄
み具合でした。
夕食をちょっと早めに切り上げて、寒さを少し我慢すれば一味違った清泉寮からの眺めを味わえます。コ
ンパクトデジカメでもカメラを牧柵に固定して夜景モードで撮れば結構楽しめます。（清水英昭）

2010年12月12日(日)　　 冬の寒さを楽しむ



昨夜、日野市教育委員会が実施している土曜日の理科室やジュニアリーダー講習会に参加していたＯ
Ｂ、ＯＧの方々がプライベートで泊りに来て下さいました。
既に会を卒業されたもののやはり、一味違った楽しみ方をされていましたのでご紹介します。
暗い夜の闇の中を散策されたり満天の星空を観望したりと、理科室のつづきさながらに楽しんでおられ
ました。
そして、清里の寒さを逆手にとった氷のオブジェを作って、食堂前の木にぶら下げて朝食をとられる皆さ
んの目を楽しませてくださいました。
ちょっと工夫をすると、寒い冬も楽しく過ごせますね。
ありがとうございました。（清水英昭）

2010年12月11日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

今年のカレンダーもあと２０日。
師走の声とともに何か毎日が慌ただしくなっています。
それでもお客様の中にはスキーを楽しまれてからチェックインされた方もいらっしゃいました。
今年は夏は異常なくらいに猛暑日が続きましたが、ここにきて今度はなかなか気温が下がらず、スキー
場では雪作りが困難に陥っています。それでも１８日の土曜日あたりには何とか全スキー場がオープン
になるのではないかと思います。
１２月のクラフト教室は、恒例のお正月飾りです。普段は殆ど手にすることは無いでしょう水引を使って自
分だけのお飾り作りを楽しんでいただきました。
来年も良い年でありますように・・・。（清水英昭）

2010年12月10日(金)　　 万が一に備えての消防訓練

８日未明からの雪が５センチほど積もりましたが、気温の低下とともに空気が非常に乾燥してきました。
既に火災シーズンに入って色々な火災予防活動があちこちで行われていますが、大成荘でも雪の残る
中で定期消防訓練をいました。そして、万が一の不測の事態に備えています。
それでも、この訓練が実際に役立つことは望むべくもなく、いつも無駄な訓練であって欲しいと願ってい
ます。（清水英昭）

2010年12月9日(木)　　 白銀輝く季節の到来です。

一昨日の午後からの雪で昨日の朝は四方八方の山々が雪化粧姿になりました。



青く澄んだ空にピーンと張った冷気が心地良く、気持ちがシャキッとします。
日本の気候は四季に変化があり、身体的にも精神的にも、とても良い影響を与えていただいていると
思っています。雄大な八ヶ岳を仰ぎ見て、風を感じていると感謝の気持ちが絶えません。
などと、干渉に浸ってしまいました。が、この降雪でスキー場は一面雪に覆われました。オープン間近、
楽しみですね。
大成荘は標高１４００ｍの高地です。少しの雪でも凍結して、道路は危険状態になります。また、大成荘
では屋根から雪や凍った雪の塊が落ちてきてとても危険です。ピロティーの駐車場にはお車を駐車しな
いでください。落雪塊を受けますと大怪我やお車の大損害になります。ご協力よろしくお願い申し上げま
す。
スタッフ一同、皆様が無事に大成荘にお越しいただけますよう願いつつ、館内を暖かくしてお待ち申し上
げております。（小宮山文子）

2010年12月7日(火)　　 寒くなってきました。

昨日までは１２月だというのに暖かい穏やかな日が続いていましたが、今日の気温は４．４℃。天気予報
によると今夜は雪模様だとか・・・。見上げる空もどんよりと曇っていて今にも雪になりそうな気配です。
そしていよいよスキーシーズンの到来ですが、大成荘から至近のサンメドウズ清里スキー場とシャトレー
ゼスキーリゾート八ヶ岳は、気温が高すぎて雪作りが出来ずに当初予定の１２月４日オープンを１１日の
オープンに延期して準備を急いでいます。スキーを楽しむためには早く雪が降ってくれると良いのです
が、マイカーでお越しのお客様のことを考えるとちょっと複雑な思いです。
それでも少し足を伸ばせば小海リエックススキーバレーは、予定どおり４日にオープンしておりますので
ぜひ、お出かけください。いずれのスキー場についてもパンフレット・割引券を大成荘と日野市企業公社
（東豊田２－３４－１０）にご用意してございますので、どうぞご利用くださいませ。
大成荘の食事は、１２月４日の夕食から冬メニューに切り替わりました。温かいお食事をご用意してお客
様をお待ちいたしております。また、館内にはクリスマス飾りを施しました。さて、ホワイトクリスマスにな
るでしょうか？イブにはまだまだ空き室がございます。高原の静かな落ち着いた雰囲気の中でのクリスマ
スはいかがでしょうか？館内を暖かくして皆様のお越しをお待ちいたしております。
お越しの際には、お車の冬準備をしっかりして、くれぐれも安全運転でいらっしゃってください。（小宮山文
子）



2011年1月29日(土)　　 大成荘の夜を楽しく

1月も余すところあと２日、月が変われば節分も直ぐ目の前です。
里山の方ではマンサクが咲いたり民家の庭先でロウバイが芳香を放っています。
とは言え清里は文字通り大寒の真っただ中にあります。
それが故にまた、人一倍春を待ちわびてもいます。
そこで今夜のクラフト教室は、ミニ節分飾りの制作に挑戦していただきました。
折り紙で作った鬼はそれぞれ個性も豊かに出来上がりました。写真に撮ると一層引き立って納得の出来
上がりでした。
２月１日からは、大成荘・日野山荘友の会のポイントアップキャンペーンが始まります。
折しもスキー場の雪質も絶好調！ぜひ大成荘にお出かけください。
従業員一同心からお待ち申し上げております。（清水英昭記）

お問い合わせ・ご予約は、フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。
年中無休。午前９時から午後７時まで。
０１２０－４８９－５７１

2011年1月22日(土)　　 春よ来い！早く来い！

２０日は大寒でした。
このところずっと、清里は真冬日かそうでなくてもせいぜい１～２℃、寒い日が続いています。
そのうえ晴天続きで空気がとても乾燥していて、インフルエンザの流行が懸念される昨今です。
そんな折ですので大成荘では一足早く節分飾りをして一日も早い春の訪れを待ちわびています。
そして今夜は、クラフト教室で節分飾りを作る予定にしています。
とはいえ、スキー場のコンディションはこの寒さ故に絶好調です。また、清里の飲食店組合加盟店では今
年も２月の１ヶ月間は「寒いほどお得フェア」を開催するそうですから、こちらも気になるところです。
ですからこの際、思い切って外に出て寒い冬ならではの清里をお楽しみください。
皆様のお越しをお待ちいたしております。（清水英昭）

2011年1月14日(金)　　 小正月繭玉団子

地方によっては小正月が終わるまでは松の内、としているところも結構有るそうです。
養蚕農家が良質な繭の生産を祈り、また五穀豊穣を祈ったり無病息災を祈念して飾られる繭玉団子は
長い間農家で伝承されてきましたが、 近は少なくなってきたようです。
北杜市内では明野町の「おやなぎさん」、高根町箕輪海道集落の道祖神祭り等々、いろいろな小正月行
事が行われます。
地方の素朴な行事に触れられるのも旅の楽しみの一つです。
大成荘では七難九厄をよけるといわれる繭玉１６個と普通のまあるい団子を枝にさして、繭玉団子を再



現しました。
皆様のご健勝をご祈念申し上げます。（清水英昭）

2011年1月8日(土)　　 月と木星

昨晩に引き続いての観望会です。
月齢3.7、ちょっと太った三日月がきれいに輝いていましたので、夕食前に月の観望会を行いました。
クレーターも地球照もバッチリで、都会の景色とは一味違う景色に感激。
夕食後の７時からは木星の観望会に切り替えて望遠鏡をセット。
ガリレオ衛星の位置が昨夜見た位置と違うことを自分の目で確認していただきました。
連泊してしていればこその楽しみです。

2011年1月7日(金)　　 気温マイナス８℃ダイヤモンドダスト

快晴の空にキラキラと輝くものが見えました。
久しぶりに見るダイヤモンドダストでした！
朝食中に食堂の窓からこの光景を目の当たりにされたお客様が感激されて、今朝のフロントでの会話は
専らこの話題でした。
清里の地でもなかなか見られない現象ですので、良い旅の思い出になったことでしょう。
この寒い季節ならではの楽しみです。
シャボン玉も凍る清里の冬をお楽しみください。（小宮山文子）

2011年1月7日(金)　　 気温マイナス１０℃の木星観望会

月が小さく、天気は快晴。
星を見るのには好条件でしたが、寒いのには閉口しました。
７時半から始めた観望会も終わりの８時にはマイナス１０℃までに下がって、冷え切った機材を取り込む
のに素手ではちょっと辛い終わりになりました。
それでもやっぱり、見てみたい・・・、との思いが勝ったお客様が空を見上げて、望遠鏡の中の木星以上
に満天の星空を楽しみました。

2011年1月1日(土)　　 あけましておめでとうございます

寅から卯へバトンタッチされて平成２３年がスタートしました。
昨年を振り返りますとたくさんの感動的な出来事もあった半面、大きな自然災害が世界各地で起きたのをはじめ悲



しいできごともございました。
新しい年が平和で健康で、また巷で言われておりますように兎のようにピョンピョンと元気に飛躍できる一年であり
ますよう皆様とともにお祈りしたいと存じます。
大成荘では初日の出を見るための準備や年越し蕎麦のサービスで新年をスタートさせます。
四季折々に美しい清里、大成荘でおくつろぎのひと時をお過ごしいただけたらと存じます。
従業員一同皆様のお越しを心からお待ち申し上げます。（清水英昭）

2011年1月1日(土)　　 初日の出

東の空に初日が昇る前、大成荘食堂の上空には快晴の空に「月と明けの明星」の競演が祝福してくれま
した。
そして静かなたたずまいに厳かに初日が昇る光景は、今年、何か良いことが有りそうな予感がしました。
日の出を見たあとは、健康の源である朝食に、おいしいお節と雑煮を食べていただきました。また、お出
かけ前には甘酒サービスもあってシッカリとエネルギーを蓄えて寒気の中へと元気に出かけるご家族、グ
ループの皆様の笑顔がお正月をより一層華やかに彩ってくれます。
さあ、今年も健康で元気一杯にお過ごしくださいませ。（清水英昭）



2011年2月16日(水)　　 山里で春を待ちわびる

清里ではこの１週間の雪を重ねると、約１メートルほどになる降雪量がありました。
それでも陽射しは日に日に強くなっていますので、陽だまりでは雪解けのスピードが速くなってきていま
す。麓の農家では春の準備が忙しくなる頃ですが、水田一面に降り積もった雪の白と土手草を焼いて黒
く残ったところのコントラストの対比が、春を待ちわびる気持ちを表しているように見えました。
スキー場は次々と降った新雪でコンディションは最高状態でお客様をお迎えしています。
冬の清里をぜひ、お楽しみください。（小宮山文子記）

2011年2月14日(月)　　 お客様への危険防止のために・・・

昨日のお昼の気温はマイナス0.4℃、それでも積雪4～50センチにも及んだ雪はだんだん強くなってきた
陽射しを受けてかなり解けだしました。ですが、真冬日の冷気のためにツララが一気に成長し、ベランダ
に出れば手が届くほどにまでなりました。
冬ならではこの風情も角度を変えてみると、とても危険な存在です。
ベランダに出てツララを取ろうとしたり、たまたま軒下を歩いていた時に落下したら、と思うとゾッとしてし
まいます。
そこで今日は、お客様への危険防止と施設、特にガラスへの被害防止を図るために、折角出来たこの風
情を壊してしまわなければならない、ちょっと寂しいお仕事をしました。
ツララの大きさをご覧いただいて、大成荘の冬の楽しみに思いを馳せてください。（小宮山文子記）

2011年2月13日(日)　　 連続の降雪

建国記念の日からの３連休も今日で終わりですが、１１～１２日に降った雪は４～５０センチにもなりまし
た。
大成荘の屋根も積もった雪が今にも落ちそうです。
このため、お客様にはピロティ内への駐車や軒先の下を歩くことはご遠慮いただいております。
危険防止のためですのでぜひ、ご協力ください。
一方、スキー場には天からの恵みの粉雪で、コンディションは絶好調！！
心と体のリフレッシュにぜひ、お出かけくださいませ。（清水英昭記）

2011年2月9日(水)　　 白銀の世界！



やっと冬の清里らしい風情になりました。
今朝の通勤途上で聞いたラジオでは、４３日ぶりのまとまった降水量だそうです。雪の衣を厚着した木々
が朝日に眩しく、てとても綺麗でした。
清里で行われる冬のイベントもこの降雪で一段と楽しく盛り上がりそうです。２月１１日には「まきばの冬
花火」、２月１２日には「清里高原氷祭り」と「第１０回全国小学生雪合戦大会」が行われます。暖かくして
見に行きたいと思います。皆様もぜひ、冬の清里をお楽しみくださいませ。
２月中に行われている「寒いほどお得フェア」、今朝１０時の気温は＋１．３℃。１０％ＯＦＦです。雪が降っ
た方が暖かいんですね・・・。
主要道路は除雪車が活躍して殆ど支障無く走れますが、枝道は圧雪状態の所があちこちにございま
す。お越しの際は冬装備を万全にして、お気をつけていらしてくださいませ。大成荘の館内を暖かくして
皆様のお越しを心からお待ち申し上げております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小宮山　文子記）

2011年2月4日(金)　　 春～よ　来い！

節分を過ぎ、暦の上ではもう春ですね。
これに日を合わせたように昨日・今日は３月上旬の陽気ということで、日中は穏やかな寒さ知らずの２日
間を過ごしております。
雪が少なくて物足りないような冬ですが・・・、まだ寒い日が繰り返されることと思います。空気の乾燥もあ
り、インフルエンザの流行も心配されます。本当の春を迎えるまでまだまだ安心は出来ませんね。本当
に春の訪れが待ちどおしいものです。
それでも厳寒の清里でも気分くらいは春を、ということで大成荘ではお雛様をお飾りしました。
華やかさで気分も明るくなった気がします。可愛いお雛様が皆様のお越しを温かくお出迎えいたします。
スキーの季節はまだまだ続きます。ぜひお出かけくださいませ。（小宮山文子記）

2011年2月3日(木)　　 清里にオーロラ？？

通常では北極でしか見られないオーロラが、２００３年１０月に長坂町で八ヶ岳の上空に広がるオーロラ
を見ることができた。その事実に基づいた幻想的で壮大なレーザーショーが丘の公園清里ゴルフコース
で２月１日から３日間行われています。
早速行ってみました。広いゴルフ場に広がる噴煙？霧？、その中を走るレーザー、流れるミュージック。
とてもロマンティックな一時を過ごせました。心がちょっと癒されると、日頃の忙しさや、喧騒を忘れること
ができますね。
２日目の昨夜も大勢の見物客で賑わっていました。清里の冬の恒例イベントになるようにと主催者の
方々も張り切っていました。
清里の後、富士見高原でも開催されます。機会がありましたら皆さんもいらっしゃってみてはいかがで
しょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小宮山　文子）



2011年2月1日(火)　　 スキー、スノボ日和

テレビでは毎日のように大雪の情報が流れています。日本海側地方の雪国の方々の雪下し、雪掻き作
業の大変さが身につまされます。
清里では例年、この時期は白銀の世界となっているのですが、今年は雪が少なくて大成荘から各スキー
場への道路には今のところまったく雪がありません。とはいっても山岳地帯では何時、降雪に見舞われ
るか分かりませんので、滑り止めのご準備だけは確実にお願いします。
ここのところ連日の寒さで人工雪もとても良い状態になっているとの情報ですのでちょっと、様子を窺い
に行ってみました。平日ですが、スキースクールの方や、一般の方でとても賑わっていました。雪質も
上々。青空の下、気持ち良さそうに滑走していました。
また、本日より清里飲食店組合ほかで「寒いほどお得フェア」が、始まりました。初日の今日は清里の１０
時の気温が－１℃でしたので、３０％ＯＦＦです。５７の店舗が参加しているこのイベントも真冬の楽しみと
してすっかり定着しました。皆様も是非、お出かけになってみてください。
大成荘も平日にはまだまだ空き室がございます。スタッフ一同皆様のお越しを心からお待ち申し上げて
おります。（小宮山文子記）

大成荘のご予約・お問い合わせは下記フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。
年中無休。午前９時から午後７時まで。
０１２０－４８９－５７１




