
2011年4月24日(日)　　 泳げ元気に！屋根より高く！！

昨日の雨は、四方の山々の頂きには春の雪をもたらしました。
大成荘周辺に最後まで残っていた屋根からの落雪もスッカリ無くなって、カラマツの芽も心なしか緑が
かってきたように思え、清里の地も徐々に春めいてきました。
東日本大震災で多くの方々も故郷の復興に向けて動き出したとの報道が目につきますが、原発関係に
ついてはまだまだ予断を許さない状況下にあるとのこと。被災されました皆様に従業員一同心からお見
舞い申し上げます。
あちこちで復興を願う鯉のぼりが春風に元気よく泳いでいるようですので、大成荘でも震災復興と未来を
担う子供たちの健やかな成長を祈って鯉のぼりを飾りました。
みんなで力を合わせて鯉たちに負けないように頑張りましょう！（清水英昭記）

2011年4月19日(火)　　 ちょっと足を延ばして・・・

信州高遠城址のタカトウコヒガンザクラを見に行って来ました。「天下第一の桜」と称され、さくら名所
１００選にも選ばれている、あの桜をです！　１５００本余りの桜で埋め尽くされた城跡は、ソメイヨシノより
少し濃いめで華やかなピンクの花が満開で、とても見応えのある景観をつくり上げていました。何回見に
行ってもその美しさに圧倒されます。これまでにご覧になられた方も初めての方もぜひ、ご覧になってみ
てはいかがでしょうか。
桜を見たら次のお楽しみは･･･やっぱり、花より団子。高遠饅頭はいかがですか？おいしいですよ。
お饅頭を食べながら、江戸時代に絵島生島事件でこの地に流された絵島の事など考えてみるのはどう
でしょうか。時の権力者たちの政争もどこか今に相通じるところがあるようにも思えるのですが・・・。
そんな歴史的背景などに関係なく、メジロが花の蜜を求めて飛び回る姿もまた、旅の心を和ませてくれま
す。（小宮山文子記）

2011年4月8日(金)　　 元気良く泳げ！

昨日またも宮城県地方を大きな地震が襲いました。心からお見舞い申し上げます。東日本大震災から約
１ヶ月。毎日恐怖と不安を抱えて過ごされている様子をテレビで見て、私は何をしたら良いのかと思い、
皆様の無事を祈っております。
道の駅「南きよさと」に鯉のぼりが泳ぎ始めました。日本の未来を背負ってたつ子供たちの健やかな成長
を祈りつつ、早く安穏な日本に戻ることを願って写真に収めてきました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小宮山記）

2011年4月5日(火)　　 名残りのスキーをどうぞ！



大成荘からお車で10分ほどの所にあるサンメドウズスキー場は、4月10日迄の営業予定でしたが、ゲレ
ンデ状況に応じて4月末までお得な春料金で営業を延長するそうです。但しパノラマゲレンデのみの運行
となります。
3月に予定していたのにできなかった方、もう少し楽しみたかった方には朗報ですね。
また、サンメドウズのレストランでは多種類のバイキングが楽しめるのも魅力です。
スキー場から少し下った清里の森には春の訪れを知らせるマンサクの花が咲きました。水芭蕉の芽も出
て中旬位には花見頃になるでしょう。楽しみが次から次へと・・・。
皆様もスキーに花見にと是非お出かけくださいませ。　　　（小宮山記）

2011年4月1日(金)　　 さあ！元気をだして！

３月１１日に東北地方を襲った大震災では多くの方が被災し、悲しみと不安の毎日が未だに続いており
ます。被災地の方々には心からお見舞い申し上げます。
大成荘ではこの震災による電力、燃料の供給の低減により通常の営業が困難となり３月中は休館とさせ
ていただきました。ご予約を頂いていた皆様、またご計画されていた皆様には大変ご迷惑をお掛けいた
しました。
今後も計画停電が予定されていますが、なんとか本日より営業を再開いたしました。ご来荘の皆様には
やむを得ずご不便をお掛けすることもございますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。その分、
従業員一同、誠心誠意暖かいおもてなしで皆様をお迎えさせていただく所存でございます。ご機会がご
ざいましたらどうぞお出かけくださいませ。
今朝も八ヶ岳は何もかも包み込むような凛とした姿で青空にそびえ立っております。是非皆様に心を癒し
ていただきたく、お越しをお待ち申し上げております。（小宮山記）



2011年5月28日(土)　　 梅雨入りしたそうですが・・・

今日は朝からどんよりとした鉛色の空が大成荘を覆っています。
この梅雨入りは、平年よりも１２日も早い史上２番目の早さとのことです。折角の週末を楽しみにされてい
たお客さまもちょっと気持ちをそがれたことでしょう。そのうえ、猛烈な勢いの台風２号が沖縄に向かって
いるとのこと。東日本大震災の被災地に大きな影響が無いように祈るばかりです。
それでも大成荘にはトウゴクミツバツツジやサクラソウが満開のときを迎えています。
これからヤマツツジ、ドウダンツツジ、レンゲツツジなどが咲き競うときを迎えます。
うっとうしい梅雨を楽しい時にするためにぜひ、大成荘へお出かけください。
従業員一同、皆様のお越しを心からお待ち申し上げております。（清水英昭記）

2011年5月19日(木)　　 お気をつけて

今朝の清里は青空がとてもきれいな真に五月晴れとなりました。昨夜のキャンプファイヤーからの楽しさ
が、まだ覚めやらぬうちにお別れのときがきてしまいました。出発前の閉校式では、先生方からお掃除に
ついていろいろな裏話しが披露されて、皆さんが大成荘をとても大切にしていることを知ることができて、
とても感激しました。ありがとうございました。
そして、閉校式という一つの区切りのときに、バスの乗務員さん、写真屋さん、大成荘の従業員へとそれ
ぞれに感謝の気持ちを伝えていただき、とっても嬉しく思いました。これからも大成荘にお泊りいただく皆
様のために精一杯頑張りますので、またご家族の皆様やグループの皆様とぜひ、遊びに来て下さい。
牧場体験でもその優しさを存分に発揮して楽しい思い出をたくさん作ってください。
行ってらっしゃい。お気をつけて！！

2011年5月19日(木)　　 儀式のあとは、さあ踊ろう！！

今日も好天に恵まれました。計画されたプログラムを順調にこなしてきた仲田小学校の皆さんが元気に
到着しました。今日もたくさんの予定をこなしてきましたが、最後はキャンプファイヤーで締めくくり。火の
神様から分け与えられた特別な火で点火して大きな炎を囲んでさあ、踊りましょう！
あとは入浴とお土産のお買いものを残すだけです。

2011年5月18日(水)　　 赤い炎はみんなの心に・・・



真っ赤に燃え上っていたキャンプファイヤーも終わりに近づいてきました。
燃え盛っていた炎も次第に小さくなってやがて、その炎はみんなの心で赤々と燃え上ってゆくことでしょ
う。そして、いつまでもいつまでも今日のことは忘れない…。あんなに盛り上がった南平小学校のキャン
プファイヤーも静かに火を落す時がきました。
頭上には土星とスピカ。北の空に目を移すと北極星。印象に残る北斗七星の姿もくっきりと。
明日もきっと、素晴らしい一日になることでしょう。（清水英昭記）

2011年5月17日(火)　　 私って、きれい！？

いよいよ待ちにまった、私たち山野草の季節になりました。
八ヶ岳から下りてくる空気はまだちょっとヒヤッとしますが、野の花たちが順々に咲き始めます。厳しい冬
を土の中でじっと耐えながら過ごして咲く私たちは、格別に愛くるしく愛おしさを感じながら大切に眺めて
くれるお客様をたくさんお迎え出来るのがとても楽しみです。
大成荘の庭や散策路には、サクラソウ、タチツボスミレ、ヒメイチゲ、キジムシロが競い合うように咲いて
います。これから秋まで次から次へと仲間たちが咲きながら、毎年、大成荘を訪れてくださる皆様を心か
らおもてなしいたしております。私たちは、寒さや土壌の関係から住む場所を少しずつ変えたりもします。
去年は隣に咲いていた仲間も、今年は別の場所へ引っ越したりしますのでまた、そちらの方へも足をお
運びください。
一生懸命可憐に咲く私達の仲間に会いに是非、大成荘へお出かけくださいませ。心からお待ち申し上げ
ております。（代筆　小宮山文子）

2011年5月17日(火)　　 久しぶりに赤い炎

今日は大気の状態が不安定で、お昼にも雷様がちょっとひと暴れ、楽しみにしていたキャンプファイヤー
も危ぶまれる状態でしたが何とか実施にこぎつけました。
今日は日野第五小学校の皆さんがお昼前には到着して、キャンプ場でお弁当を広げました。
午後の牧場体験のためにバスに乗車しようとしていたら激しいにわか雨に。
また、夜のお楽しみのキャンプファイヤーの終わりが近づいた時にもまた、稲妻がピカリ！
予定を少し残したそうですが、雨の中を戻ってきた皆さんはみんな満足そうでした。
明日のてんきも気になるところです。晴れたらいいですネ！！（清水英昭）

2011年5月12日(木)　　 雨に降られましたが・・・



９日から始まった５年生の移動教室ですが、ここのところは雨模様でなかなか思うような活動ができませ
ん。
日野第七小学校の皆さんがとても楽しみにしていたキャンプファイヤーは中止になりましたが、工夫次第
では狭い室内でのレクリエーションもこんなに活発で楽しそうです。
八ヶ岳に関するクイズ問題は、係の人がとても良く調べていて関心させられました。
キャンドルファイヤーでは、火の神からとても大事な火を分け与えられ、全員で誓いを新たにしていまし
たが、フォークダンスになるとその若さが一気に爆発。屋外でのレクとも違うとても思い出に残る移動教
室になることでしょう。（清水英昭記）
あした天気になぁ～れ！！

2011年5月4日(水)　　 節電中で手許も暗い中でも楽しいひと時を・・・

大成荘ではこれまでも省電力化に努めてきましたが、計画停電を回避するために一層の努力を重ね、廊
下や多目的室・食堂をはじめ施設全体の照明を間引いて節電に努めています。
このため、クラフト教室の会場も細かな作業をするのには手許がとても暗く、電気スタンドをかき集めての
開催となりました。
今夜は、子供の日にちなんで鯉のぼりをあしらったハガキを作成してみましたが、細かな作業の連続で参
加された皆様もかなり苦戦気味の様子でしたが、何とかそれぞれに個性的なオリジナルはがきが出来ま
した。
このハガキを利用してお便りを出したらきっと、受け取った方はとても喜んでくれるのでは・・・、と期待して
しまいます。
最後まで頑張って作った作品を手に、いつものクラフト教室のようにはい、チーズ！
周囲もめっきり春らしくなってきました。明日のおすすめ一押しは、道の駅南きよさとの鯉のぼり祭りで行
われる、泥んこカヌーレースへのエントリー。親子で挑戦したら絶対、最高の思い出作りになること間違い
なしです。（清水英昭記）

2011年5月3日(火)　　 今夜と５日は、菖蒲湯です

昔からの言い伝えによると、菖蒲は邪気を払ってくれるそうです。
このために菖蒲湯に入ったり、刻んだ根をお酒に入れて飲むなどして、それぞれの健康を願います。
また、軒先などに吊るすと災難から逃れられるとも。
今、５月５日の「こどもの日」には菖蒲湯は欠かせない習慣となっています。
子供たちが健やかに、たくましく成長し、日野市の未来を担っていってほしいと思います。
外は雨です。今夜はゆっくりとお風呂に浸かってお寛ぎくださいませ。（清水英昭記）



2011年6月27日(月)　　 今度はヤマボウシ！

清里は八ヶ岳の中腹。夏に向かって樹木の葉が生い茂っています。風が吹けばザワザワと気持ち良さ
そうに揺れています。そんな木々に次から次へといろいろな花が咲いて、私たちを楽しませてくれます。
あちこちを飾っていたミズキの白い花は終わりましたが、今度は同じ仲間のヤマボウシがミズキとは比較
にならない大きな花を賑やかに咲かせています。ドウダンツツジやヤマツツジ、ニシキウツギも見ごろを
迎えています。とても可愛いです。ホウノキの花も見ごたえがあります。これからもいろいろな花が次から
次へ楽しませてくれます。
足元を見ては山野草を探し、空を見上げながら木々の花を愛でて、野鳥の声・セミの声に耳を傾けなが
ら、自然に包まれた幸せな日々に感謝します。
皆様も日々の忙しさやストレスから逃れて自然に癒されにいらしてください。
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）

2011年6月20日(月)　　 標高１４００メートル、花の季節

大成荘のロビーからの眺めが日に日に移ろい行く姿がとても好きです。
建物周囲にも色々な花々が咲く季節を迎えています。
ロビーからはミヤマザクラの白い花、食堂への廊下からは同じく白いワタゲカマツカの花、一歩外に踏み
出せば最盛期を迎えたサラサドウダンツツジの可愛い花、足元を探せばピンクの花を付けたベニバナイ
チヤクソウ等々が私たちを出迎えてくれます。
毎日、うっとうしい梅雨空が続きますが、この季節ならではの花々をお楽しみください。
皆様のお越しを心からお待ち申しあげております。（小宮山文子記）
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6月13日(月)　　 ちょっとサンゴ礁みたい・・・、でしょうか？

夕べも雨が大分降りました。おかげで、今朝も緑がとてもきれいです。
八ヶ岳高原大橋から川俣川の両岸を眺めると、緑の中にあちこちに白い花をつけたミズキが点在してい
て、まるで海中のテーブルサンゴを連想させらるのですが、写真ではちょっと、その美しさを全部はお伝
え出来ないのが残念です。
白化したサンゴ礁は困りますが、こんな光景は清々しくてとても好きです。往復の道すがら、こんな風景
に出合える幸せを感じながら通勤しています。
皆様もぜひ、ご自分の目でお確かめ下さいませ。（小宮山文子）

2011年6月11日(土)　　 若葉のミドリをお楽しみください



昨夜の雨も漸く上がって、若葉のグラデーションがとてもきれいです。
樹種による葉の色、葉の伸び具合が異なり、その上を色の違う花が飾った姿がとても印象的です。
５年前、白木で制作した表札代わりの看板にも、時間の経過による風格が漂うようになりました。
ロビーからの眺めも一幅の絵を見るような緑の景色となっています。これから、この草地にも色々な花が咲くように
なりますが、この草地がなるべく自然のままでいられるのも、「日野の自然を守る会」の有志の方々が手入れをして
下さるおかげです。
こんな清々しい緑の中に身をおいて、ゆったりとした寛ぎの時間をぜひ、お楽しみ下さい。（清水英昭）

2011年6月10日(金)　　 管理人会の合同消防訓練

今日は年に２回実施している管理人会の合同消防訓練が、調布市八ヶ岳少年自然の家で実施されまし
た。消防訓練は、どこの宿泊施設でも実施していてお客様の安全に万全を期するようにしています。もち
ろん、大成荘においても独自に実施しているのですが、今日は近隣施設の管理人による消防署員に指
導していただく中での訓練でした。参加した皆さんは、それぞれの役割を真剣に分担して、訓練に励んで
いました。
大成荘への帰路、ちょっと美し森の様子を窺いに回ってみました。
ツツジはヤマツツジが見ごろを迎えていましたが、緋色のレンゲツツジは来週末あたりが見ごろでしょう
か・・・。白いズミ（コナシ）の花は満開のものあり、漸く咲き始めたものありと色々で、こちらも来週末あた
りまで楽しめそうです。
高原の花たちを愛でにぜひ、お出かけくださいませ。（小宮山文子）

2011年6月9日(木)　　 ハルゼミがにぎやかに・・・

梅雨のせいでしょうか、好天のときと雨の日では外の様子がガラリと違っています。
雨の日にはしっとりとした新緑が、晴天の時には眩いばかりの緑が目を楽しませてくれます。
今、目ばかりでなく耳をも楽しませてくれるのは、晴天で気温が上昇した時に賑やかに鳴くハルゼミの声
です。
一気に真夏を迎えてしまったのかと思うほどに、活力に満ち溢れた声で鳴いています。
もう少しすると美し森のレンゲツツジも満開の時期を迎えます。
自然が躍動するこの季節、花や木々の輝き、そして野鳥たちの恋の季節を楽しむためにぜひ、大成荘
へお出かけください。
食事も夏向きのメニューに改めました。
そして従業員一同、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）



2011年7月24日(日)　　 みんなで「つくりあげる」生活

キャンプファイヤーは、夏合宿のハイライトです。
赤い炎に映し出される友の顔、一緒に作り上げる短くも充実した生活は、忘れられない貴重な時間を参
加者それぞれの胸に刻みます。
家庭を離れてたったの２泊３日ですがきっと、大きく成長することでしょう。その成長を見守っていくのが
大成荘スタッフの大きな喜びであり、誇りでもあります。指導される先生方、計画から実行までお骨折り
いただいた地区の皆様もまた、思いは同じことでしょう。
夏休みは好きなことをいっぱい楽しみ、苦手なことを克服するとても良い機会です。
成長した姿をまた、大成荘のスタッフに見せに来てください。お待ちいたしております。（清水英昭）

2011年7月23日(土)　　 夏の活気が戻ってきました

学校も夏休みを迎えて子ども達の生き生きとした顔が大成荘に溢れています。
第１陣は、平山中地区青少年育成会の恒例「夏キャンプ」。
参加者はもちろん、指導される先生方や地区の皆様、ボランティアの方々も熱心に、そしてとても楽しげ
に、この大切な時間を共有していました。
ロビーからの眺めは、ノリウツギの純白な花がとても印象的です。（清水英昭）

2011年7月16日(土)　　 大成荘の夜を楽しく

ラベンダーの花が、あちこちで華やかな香りをふりまいて、旬を迎えています。
清里でもここ１週間ばかりとても暑い日が続いていますが、夜になると日中の暑さが嘘のように、窓から
はとても涼しい心地よい風が入ってきます。
今夜は、旬を迎えている摘みたての生ラベンダーでポプリを作りをお楽しみいただきました。この香りが
夏の疲れを癒し続けてほしいと願っています。（清水英昭）

2011年7月12日(火)　　 雄大なパノラマと涼気と山野草

清里ハイランドパーク、と言ってもちょっと聞きなれない名前ですが、そうです、サンメドゥズ清里スキー場
の夏の間の名前です。
この施設で、地元のホテルや旅館を対象にリフト体験研修が行われましたので、その雄大な景色や涼気
を体験しに行ってまいりました。そしてどんな山野草が咲いているのかも確認できました。



冬の景色とは一味もふた味も違う雄大なパノラマが眼前に広がります。
それと何といっても涼気満点。今夏は節電がとても大事になっていますが、ここ数日の暑さは７月の暑さ
としては観測史上最高の暑さだとか…。そんなことがまったくウソのような涼しい世界が広がっていまし
た。
名物のユリは、この涼しさのために８月に入ってからの開花だと伺いましたが、リフトの山頂駅で降りると
満開のアヤメが私たちを出迎えてくれました。少し歩くとフウロソウ、テガタチドリやバイケイソウなども咲
いていてとても楽しめます。
大成荘にお越しの際にはぜひこの景色と涼しさをご堪能下さい。フロントには割引券もご用意いたしてお
ります。また、車イスで乗車できる準備もされていて、足の不自由な方も夏ならではの旅をぜひ、お楽し
み下さい。（小宮山文子)

2011年7月10日(日)　　 待ちに待った梅雨明け宣言

今朝は爽やかな高原の青空が広がっています。
待望の梅雨明けで、遠くの山々も足元の山野草も、これからがとても楽しみです。
赤岳山頂を撮ろうとしましたら、タカでしょうかトンビでしょうか、つがいと思しき２羽が大空高く悠然と舞っていまし
た。
足元にもいろいろな山野草が咲き始めています。悲しい物語を秘めたオトギリソウの葉にもハッキリと小さなちいさ
な黒い点が認められます。
身近なところに自然がいっぱいの大成荘。折角の機会です。ご一緒にミニ植物観察をしましょう！
また、夏といえばキャンプですが、夜の屋外の体感温度は「寒い」くらいです。天然クーラーの中で涼気を存分にお
楽しみください。皆様のお越しを心からお待ちいたしております。（清水英昭）

2011年7月7日(木)　　 雨模様でも楽しみ発見！

まだ梅雨中ですね。今朝から霧雨です。でも、ちょっと外に出てみたらナツツバキが咲いて、シモツケが咲いて、リョ
ウブの花の蕾が膨らんでいました。ちゃんと時期を知っているんですねって話しかけたくなります。そして、隣を見
たらこれはオトシブミが作っているのでしょうか？葉が巻かれているのを発見。オトシブミ、しゃれていてロマンを感
じさせられる名前ですネ。
こんな風に自然の中では、いろいろな発見があって楽しいです。
植物だけでなく昆虫や小動物に出会える機会もあります。
皆さんも是非何かを探しにいらっしゃってください。きっと、すばらしい発見が出来ると思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（小宮山文子）

2011年7月1日(金)　　 夏準備！

梅雨明けはまだ告げられませんが、暑い日が続いたり、曇ってムシムシする日があったりと、天気が非



常に不安定な日が続いています。このような中、日野市の有志の方がボランティアで大成荘の草地の管
理に来てくださいました。
大成荘の庭は、「自然の風情を生かした草地」として管理されております。強くはびこった草を抜き、山野
草などが生えやすくしてあげます。今回はヨモギ、ハルガヤ、イタドリを引抜きました。今からたくさんの花
たちが次から次へと咲きます。今回のようなお手入れをしていただいたお蔭でいろいろな花に会うことが
出来ますので、ボランティアの方々には本当に感謝しております。また、こだわりのお手入れ道具のお話
や野山の動物のお話等々をお聞きできるのも、毎回の楽しみです。
庭もすっきりしましたので、館内には七夕飾りを施しました。今年も織姫様と彦星様が逢える日が近づい
てきました。皆様のお家では七夕飾りを飾られたでしょうか？
大成荘の七夕飾りにも是非、皆様のお願い事を短冊に記して吊るしてください。
７月中の平日にはまだまだ空き室がございます。さわやかな風吹く草地で、夕涼みはいかがでしょうか。
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）



2011年8月28日(日)　　 大成荘の夜を楽しく「健康ヨガ教室」

８月も残り僅かになりました。宿題に追われている方もたくさんいらっしゃるのでは・・・。
猛暑の中で夏の疲れを溜め込んでしまった方々もいらっしゃることでしょう。
そんな方々の疲れを癒すばかりではなく、心身のリフレッシュにも効果的といわれる「ヨガ」の入門編で食
後のひと時をお寛ぎいただく時間を設けました。
椅子にかけての楽な体勢でちょっと体を動かしたり、呼吸を整えたりと、明日への充電が少しできたので
はないでしょうか。

2011年8月26日(金)　　 今夏を締めくくるキャンプファイヤー

今日も不安定な気象が続いています。一時は俗にいうバケツをひっくり返したような激しい雨に見舞われ
ましたが、夕方になって漸く雨も上がり、今夏 後のキャンプファイヤーが燃え上がりました。この楽しい
ファイヤーを行ったのは日野市公民館少年学級のみなさん。去りゆく夏を花火で送りました。その一コマ
をお届けします。（清水英昭）

2011年8月23日(火)　　 一人芝居！？

でしょうか…？
大成荘での夏キャンプ閉講式のとき、一人のリーダーさんが前に出てコンパクトの演技をしていました。
わたしが主役！　でもなかった様子でした。
今年は大震災で人命を失った方々を筆頭に、筆舌に尽くしがたい苦難の道を歩まれていらっしゃる多く
の被災者の方々にあらゆる機会をとらえて思いを馳せる場面がたくさんあります。
このリーダー講習会でもみんなでつながり持ちたい、そんな思いを胸に、背中に背負ってのキャンプにな
りました。みなさんの背中には「つなげて、つなげて、つながろう」の文字が躍動していました。心を一つ
にきっと、日野市の立派なリーダーさんになってくださることと思います。
そして、参加された一人ひとりの復興への祈りが、ひと時でも早く実現されるようにお祈りします。（小宮
山文子）

2011年8月21日(日)　　 さて、審査の結果は・・・



恒例のジュニアリーダー講習会が雨の中で始まりました。
この雨のために残念ながら、楽しみにしていたテント生活は中止して急きょ、舎営に切り替えてのスタートとなりまし
た。
このキャンプでの楽しみは自炊でオリジナルメニューを考案してのコンクール。思いもよらない発想のご飯を炊いた
グループもありました。
順位付けする審査員の皆さんの責任は重大です。
さてさて、その審査の結果が楽しみです・・・。（清水英昭）

2011年8月15日(月)　　 日付が変わる直前、月明の大成荘

久々に見た星空です。
ずう～っと長く続いた不安定な気象のため、久しぶりに見るスッキリした夜空です。
大成荘の食堂を挟んで月と木星の競演です。
遠く東の空にはスバルも昇ってきて、暑さの中にも秋は確実に近づいていることを知らされます。
こんな夜は部屋のベランダからも星空を存分に楽しむことができます。
秋はもう直ぐそこまで来ています。
大成荘で夏の疲れをゆっくりと癒してください。
宿泊の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。
皆様のお越しを従業員一同心からお待ち申し上げております。（清水英昭）

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

2011年8月12日(金)　　 ロビーから見る一幅の絵、ミニ植物観察会

ここ数日来、午前中の好天が続いています。
大成荘では、連日、構内を巡るミニ植物観察会を行っていますが、ロビー前の草地の観察風景は都会
地にはない清々しさを感じさせる一幅の絵になっています。
大成荘の山野草のご紹介を始めて６年目を迎えました。この間常に、ご覧いただく草地の管理のために
何人ものボランティアの方々が大成荘にお越しいただきましたことに改めて感謝申し上げます。
今日はもう一つご報告を。大成荘周辺の林には多くのシカが生息していて春先から初夏にかけて伸びる
山野草の若芽を食べてしまう食害が多く、少なからず生態系に影響を及ぼします。
大成荘のキキョウも、花芽が出来始めたところを食べられてしまいましたが漸く、１輪の花が咲きました。
植物の生命力の強さに感動させられます。大震災で被災された皆様も必死で復興に取り組んでいらっ
しゃることでしょうが、こんな可憐な植物の生命力に負けないような復興を遂げていただきたい思いで
いっぱいです。（小宮山文子）

2011年8月12日(金)　　 流星ならぬ人工衛星二つ



今日の清里は雷雨も無く２０時ころには空もかなり開いていて、大きな月は有るものの流星がみられかも
知れないと、期待が膨らんだのですが…。
結果は、観望会スタート直後に人工衛星２個が見られたのが唯一の収獲でした。他は、望遠鏡で月のク
レーターを見ただけの寂しい結果に終わりました。
１３日の夕食後にはＩＳＳが見やすいそうですので、明晩はこちらを狙ってみたいと思います。（清水英昭）

2011年8月9日(火)　　 暑苦しく鳴くセミの正体

今朝も好天にめぐまれて日向は蒸し暑いくらいです。
そして朝の恒例行事、大成荘の構内を巡るミニ植物観察会を行いました。今朝のお客様は既に行動計画を立てて
いらっしゃったのであまり時間が無く、駆け足での観察会となりました。それでもたくさんの山野草や樹木の花々が
私たちを出迎えてくれました。
中にはちょっと見過ごしてしまいそうなミズヒキやキンミズヒキ、可憐に咲くキキョウやマツムシソウなどなどが目を
楽しませてくれました。
それからこの時期、時にちょっと蒸し暑くなるほどに鳴く、声の主を発見。名前がハッキリしませんが、写真が撮れ
ました。
午後、ご宿泊の皆様に少しでも涼しさをお届けいたしたく、「吐竜（どりゅう）の滝」の取材をしましたが、台風の強風
と激しい雨のせいでしょうか、枝が折れてしまった木もありましたが、涼しさは抜群でした。皆様もぜひ、訪れてみて
ください。（小宮山文子）
写真は左から大成荘、ミズヒキの花、セミ、吐竜の滝です。

2011年8月8日(月)　　 みんなで楽しく

今夜は子どもさん方がたくさん宿泊されていました。夕食後、あちこちで輪になって思いおもいに花火を
楽しむ光景が広がって、半分まで大きくなってきたお月さまもちょっと煙たそうなほどでした。
大成荘でいっぱい思い出を作って楽しい夏休みにしてください。
ただし、打ち上げ花火については、不測の事態に備えてご遠慮くださいますようお願いします。（清水英
昭）

2011年8月3日(水)　　 先生方の研修会

新しく先生になられた先生方を中心にした２泊３日に及ぶ寝食を共にした研修会が、今年も大成荘で始
まりました。先ずはＫＥＥP協会から講師を招いてフィールド学習から。
たくさんの樹木や山野草についての学習から始まりました。自然環境に大変恵まれている大成荘ならで



こそ会得できるものがたくさん有るはず・・・、です。
移動教室のプログラム作成には勿論、普段の学習指導にもきっと大きく役立つことでしょう。
そしてまた、大成荘に宿泊されるお客様や従業員にもフィードバックして下さることを期待して止みませ
ん。（小宮山文子）

2011年8月2日(火)　　 漸く第１回目

夏休みと共にやって来た迷走台風の後、清里は梅雨に逆戻りになってしまったかのような不安定な気象の日が続
いています。
今夏もミニ植物観察会を、と意気込んでいましたが小雨がパラついたり参加されるお客様がいらっしゃらなかったり
で延び延びになっていた第１回目の観察会を漸く実施することができました。
参加されたお客様は、案内する私よりもずっと植物のことに造詣が深く、逆に教えていただくことがたくさんあり、と
ても良い勉強をさせていただきました。
夏らしい花に加えて秋の花のハギも咲き始め、高原の短い夏はアッという間に過ぎて行きます。
皆様もぜひ、日野市民のボランティアの方々が手入れをして下さる草地の植物や、構内の木々の花をお楽しみくだ
さいませ。（小宮山文子）



2011年9月27日(火)　　 すっきりと青空

とっても気持ちの良い日ですので、獅子岩に様子を見に出かけてみました。今から飯盛山に登る方、絵を書いてる
方、写真を撮ってる方々で賑わっていました。心地良い風を受けながら、移り変わる雲に見とれて、すーっと空を舞
い上がりたくなります。
大成荘から車で10分位で来て、八ヶ岳･南アルプス・清里・野辺山周辺が一望でき、四季折々の風情を容易に楽し
むことが出来ます。
大きな自然を見てから足元を見てみれば、ヤクシソウが可愛らしく咲いてました。今日は「こんな所にこの花が咲く
んだ。」と新しい発見がありました。来年の夏が待ちどおしくなります。
そして、今から徐々に色づいてく紅葉が何といっても気になります。今年は如何なものでしょうか？
学校寮地区内でもあちらこちらにヤマブドウ、サルナシの木にたわわに実が付きました。ホウノキも立派な実を付
けています。
また、10月15日～16日には清泉寮においてポールラッシュ祭が行われます。16日には大成荘にもまだ空き室がご
ざいます。
是非皆様、秋に浸りにいらしてくださいませ。心よりお待ち申し上げております。（小宮山文子）

2011年9月22日(木)　　 台風一過の青空がきれいです

各地で大きな爪痕を残した１５号でしたが、大成荘の周辺では被害の報は殆どなく、木々の小枝が折れ
て少し散乱している程度です。林の中を通る大成荘の散策路の点検をしましたが、全く被害はございま
せんでした。途中で枯死した木の根元に艶やかな茸を見つけましたが、茸のことは食中毒のことがあり
ますのでなかなか手を出すことができません。
キノコ狩りのベテランでも時に間違えて病院のお世話になるニュースもございます。天然物はおいしいで
すがくれぐれもご注意ください。
明日から３連休の方も多いと思います。色づき始めた八ヶ岳南麓の初秋をぜひ、お楽しみください。
大成荘ロビーからの草地の眺めもまた、一興です。（小宮山文子)

2011年9月18日(日)　　 雲間に月と木星

この頃なかなか星を見る機会に恵まれていません。連休中の今夜もスッキリした空は無く、日付が代
わって19日になったころに漸く雲間に星が見えるようになりました。月と木星が同一視野に入りましたの
で1枚。早くスッキリした星空に再会したいものです。（清水英昭）

2011年9月16日(金)　　 風に吹かれて



キンエノコロがキラキラふわふわ。赤とんぼがスイスイ。こんな長閑（のどか）さに幸せを感じます。
ちょっと外に出ると何かを発見できます。清里は高冷地の為、水田があまりないのにイナゴを見つけました。昔は
稲刈りの後にはイナゴがたくさん飛び跳ねていて、それを甘露煮にしてもらって食べたことを思い出します。結構
貴重なタンパク源としての役割も果たしていました。今では農薬の関係でしょう、この辺りではイナゴも殆ど見なく
なりました。
赤トンボは里で生まれて高地に移動し、秋の深まりとともに真っ赤になって里に帰り、子孫を残して一生を終える
のだそうですが、とてもロマンを感じます。
団体棟の山側は、普段は鹿でも見えない限りはちょっとさびしい眺めですが、今はナナカマドの赤い色が目を楽し
ませてくれます。これから秋が深まる頃には、ナギナタコウジュの薄紫色の上品な花をお部屋から楽しむことがで
きるものと期待しています。今年は蕾がたくさん付きましたので薄紫のじゅうたんのように見えるのでは…。こんな
秋、晩秋を楽しみながらゆっくりとお寛ぎにお越しくださいませ。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）

2011年9月15日(木)　　 一瞬の出会い

なんと！　鹿が一頭、大成荘一般棟前の草地に来ていました。今までも樹木の皮や草花の蕾を食べた形跡を発
見しているので、来ていることは承知していましたが、対面したのは初めての経験でした。あまりに突然でビック
リしたり、感動したりしましたが、鹿さん、草地を荒らさないでね！
大成荘、今日昼の外気温は２３℃。陽射しは濃く夏のようですが、風は涼しく秋の草花が咲き気持ちの良い陽気
です。草の中からは鈴虫の鳴き声が聞こえます。写真はアキノキリンソウ・ノコンギク・アケボノソウです。フジア
ザミもそろそろ咲き始めます。まだまだお楽しみは続きます。皆様も是非秋を楽しみにいらっしゃってくださいま
せ。（小宮山文子）

2011年9月12日(月)　　 学校寮県道沿いの秋

学校寮地区をほぼ南北に貫く県道沿いに秋を見つけましたのでご紹介します。
日当たりのよい所のナナカマドは、実が赤く熟しはじめ、ヤマブドウの木も色づき始めた葉の懐に抱かれ
て実が熟し始めました。ツノハシバミの実も食べられそうになっています。子供のころにちょっと食べてみ
た記憶がよみがえります。
ヤマボウシの実も真っ赤に熟しつつある山の秋。
車を降りて「ゆっくリズム」で高原の初秋をお楽しみくださいませ。（小宮山文子）
大成荘のご宿泊・お問い合わせは、次のフリーダイヤルで承ります。
年中無休・午前９時～午後７時・携帯PHSからも可。
「０１２０－４８９－５７１」へお気軽にどうぞ。
皆様からのお電話をお待ちいたしております。



2011年9月10日(土)　　 木々も秋の装いを始めました

昨日は重陽の節句でした。皆様はどんなおいしいお酒を召し上がったのでしょうか？
心配されたお天気でしたが今日もきれいな青空が広がって、正午の気温は手元の寒暖計では２５℃を超えていま
した。外へ出てみると木々は衣替えの準備をしていました。既にウルシやヤマブドウは大分色づいてきましたし、カ
ラマツの緑色も明らかに変化してきました。
これから暫くは北八ヶ岳方面の紅葉情報も気になる時期です。白駒池や横岳ロープウェイでの空中散歩もおすす
めです。（清水英昭）

2011年9月9日(金)　　 重陽の節句「菊酒」、十五夜お月見団子

９月９日、奇数で も大きな９が重なる日、とてもおめでたい日とされる今日、お客様に健康でめでたい
酒といわれる菊酒を振る舞いたかったのですが生憎、食用の菊花が買えませんでしたので菊に因んだ
名前のお酒を求め、自由に召し上がっていただくことにしました。
また、１２日月曜日は十五夜ですので大きなお団子を作って飾ったり、食べていただく小さめのものも出
して、二重の喜び・収穫の喜びを分かち合っていただきたいと思います。
十五夜の月は、満月と思われていらっしゃる方は多いと思いますが、必ずしも満月ではないのだそうで
す。今年の十五夜は、６年ぶりの満月だそうですので、澄んだ空にまあるいお月さまを拝みたいと思って
いますが、台風１４号の動きが気になります。
飾り付けの中には、栗・サツマイモ・枝豆・サルナシ・ホウズキそして菊は構内に咲いているノコンギクで
す。自然の恵みに感謝しつつ、お月さまに大震災からの一日も早い復興を祈りたいと思います。（小宮山
文子）

2011年9月8日(木)　　 秋晴れに

今日は二十四節気の白露。もう稲刈りを始めてもいい季節だそうです。秋ですね。この間は各地に被害を及ぼした
台風１２号の影響で雨降りが長く続きましたが、過ぎ去った後はとてもきれいな青空が広がり清々しい気分になり
ましたのでちょっと出かけてきました。
２００７年初夏に清里で撮影が行われ映画化された「西の魔女が死んだ」の舞台となったおばあちゃんの家に行っ
てみました。残念なことに今は閉鎖となっていましたので木々の間から垣間見る程度でしたが、それでもおばあ
ちゃんとまいとの生活が蘇るようで暫し感傷に浸ってきました。
少し上って吐竜の滝ではキンミズヒキが咲き、オタカラコウも台風にもめげずに咲いていて、観光客の方々も写真
に収めていましたが、滝までの途中で台風による増水で散策路の土砂が一部流失する被害がありましたので、足
元には十分ご注意ください。
大成荘周辺も少しずつ木々が色づき始めました。リンドウやフジアザミも出番を待っています。心地良い季節の到
来です。日常の忙しさから離れて夏の疲れを癒しに是非いらっしゃってください。皆様のお越しをスタッフ一同心よ
りお待ちいたしております。（小宮山文子）

2011年9月1日(木)　　 ロビー前の草地も心なしか黄色味を帯びたように



長かった４０日の夏休みが終わって９月を迎えました。今日は防災の日です。
今年は東日本大震災が発生したせいもあってとても身近な問題として、例年の防災訓練よりも一層、気が入った訓
練になったことでしょう。
目をロビーの外へ移すと、草地の様子も心なしか黄色味を帯びてきたように見えるのも、あながち気のせいばかり
からではないように思います。
樹木の緑や草の緑も移ろい行く季節を敏感に私たちに伝えてきます。
高原を代表するマツムシソウをはじめ、ノコンギク、シラヤマギク、オミナエシ、ハギ、ヤマハハコ、ワレモコウ、リン
ドウ等々が目を楽しませてくれます。
皆様もぜひ、大成荘の初秋の景色をお楽しみくださいませ。（小宮山文子）

2011年9月1日(木)　　 学校寮地区防災訓練

防災の日を迎えて不断の訓練は勿論、地域の絆の大切さを改めて知らされた春の大震災でしたが、地
区での今年の訓練でもこのことを念頭に、学校寮地区は多くのお客様が集まることもありますので、お客
様は勿論従業員の安全確保図るために避難者の把握、近隣施設の情況等を地区役員に伝え、先ずは
安否の確認を行いました。
また、災害時ばかりではなく、普段でも起こり得る可能性がある、心肺停止の人に対して心肺蘇生を図る
方法について、消防署員の方々から指導を受けることができました。大成荘においては普通救命講習受
講者もおりますし、ＡＥＤも設置しています。
しかし、これらの訓練は万が一に備えているわけで、訓練が徒労に終わっても実際に役立つ機会が無い
ことが一番良いのですが…。（清水英昭）



2011年10月28日(金)　　 目元パッチリおさげ髪

で、ハロウィンの仲間入り。
１０月も余すところ今日を含めて４日になってしまいました。ハロウィン本番を控えた明日の土曜日を前に
今日、デビューさせました。巷のお店ではもうハロウィン飾りからクリスマス用品の売り場に変わってい
て、時間の経過することの速さを実感しています。
周りのスキー場からもパンフレットやリフトの割引券が届くようになりました。冬の間はどうしても運動不
足になりがちです。大成荘を足掛かりにウィンタースポーツを存分にお楽しみくださいませ。（小宮山文
子）

2011年10月27日(木)　　 いよいよ冬に向かいます

今朝、大成荘では初氷を観測しました。
夏の間多くの皆様にご利用いただいた屋外施設も休止に入ります。
炊飯棟と屋外トイレは凍結による設備破損を防止するために給排水設備を休止します。もっと分りやすく言うなら
ば水道が使用できませんので、施設は来春までご利用いただけません。皆様のご理解ご協力をお願いいたしま
す。
学校寮地区の側溝も落ち葉でいっぱいになりました。雨が降っても機能しなくなり、あふれ出た水が凍結してスリッ
プ事故になるケースも珍しくありません。
そこで、地区の施設の管理人が集まって、側溝清掃の協働作業を行いました。稀には１１月中でも積雪を見ます
が、１２月になりましたら急に雪景色が出現することも珍しくありません。
お越しの際にはお車の冬支度もお忘れなく。
高原大橋付近の黄葉が見頃を迎えつつあります。（清水英昭）

2011年10月26日(水)　　 今ならではのお楽しみ・・・

学校寮地区でも殆どの広葉樹が葉を落してしまいましたが、カラマツとモミジ・カエデの類が行く秋を惜し
むように見事な色の変化を見せています。
ちょっと手を伸ばして枝に残った葉を戴いて、壁飾り的なものを作りました。今では多くのご家庭にラミ
ネーターもございますでしょうから、これから色々な樹種の紅葉を楽しんでみてください。（小宮山文子）

2011年10月20日(木)　　 １０月２３日八ヶ岳横断道路の交通規制があります！



紅葉もだんだん広がり、東沢橋、通称赤い橋もいよいよ見頃となりました。
今度の日曜日、２３日には八ヶ岳フェスティバルが清泉寮前牧草広場で行われます。
当日受付で参加できる「ファミリー・ウォーク」もあります。午前１１時に清泉寮前牧草広場をスタートしま
すのでぜひご参加ください。
また、ハーフマラソンを 長に、１０キロ・５キロ・３キロのロードレースがありますので、午前９時３０分か
ら午後１時までの予定で、八ヶ岳横断道路の一部が通行止めとなりますのでご注意ください。車での赤
い橋への接近は午後１時過ぎ以降がよろしいかと思います。
おいしい食事と紅葉狩りをぜひ、ご堪能下さいませ。（小宮山文子）

2011年10月20日(木)　　 やっぱり不断の備えを！

先の東日本大震災をはじめこれまでにはたくさんの震災がありましたが、災害に対する備えの重要性を
改めて思い知る貴重なきっかけを得ました。
恒例の学校寮地区管理人会消防訓練において、所轄の消防署に要望してきたことが漸く実現し、今回
初めて起震車による地震体験をしました。
体験ですので、家屋の倒壊や家具の転倒は無いことは十二分に承知していましたが、実際に体験する
とまったく自由が利かない状態でした。
改めて普段からの不断の備えの重要性を再認識させられた体験でした。
施設・設備を改めて見直してみたいと思います。（清水英昭）

2011年10月17日(月)　　 東沢橋紅葉第１報

昨日は、３０℃を超えた地方もあったとか…。大成荘の温度計ももう少しで２０℃になろうかというところま
で気温は上昇し、快晴と相まって絶好の行楽日和となりました。
ポール・ラッシュ祭も一昨日とは打って変わった人出でにぎわったようです。今朝はもう片付けにはいっ
ていました。
さて、紅葉情報も獅子岩からのご報告をお休みして、東沢橋からの景色に切り替えたいと思います。
出勤途上に立ち寄った景色は写真のように大分、紅葉が進んできました。
また暫くはレストハウスの駐車場も満杯の状態が続くようになり、訪れた人々を堪能させてくれる日々と
なることでしょう。
皆様もぜひ、大成荘に宿泊されて紅葉狩りをお楽しみくださいませ。
お問い合わせ・ご予約は下記のフリーダイヤルでお気軽にどうぞ。（小宮山文子）
年中無休。午前９時から午後７時まで。携帯・ＰＨＳからも可。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１

2011年10月16日(日)　　 落ち葉のじゅうたん



キャンプ場の大きなミズナラの木は、昨日の雨に叩かれて、すっかり葉を落としてしまいました。
大成荘の周辺は今、黄葉の 盛期です。
周囲に真っ赤に染まるモミジやカエデが少ないので派手な景色は望めませんが、しし岩辺りからの眺望はとても素
晴らしいです。
かつてナウマン象の名前の由来となっているドイツ人の地質学者、ハインリッヒ・エドムント・ナウマン博士がしし岩
辺りの平沢峠で見た景色から、後にフォッサマグナ（大地溝帯）を提唱するきっかけになった地でもあります。
美しい黄葉・紅葉はこれから、標高を徐々に下げてゆきますので長い間にわたっていろいろな景色を堪能すること
ができます。
今日は、ポール・ラッシュ祭でしたが、時間の都合でそちらの取材には出られませんでした。快晴に恵まれた会場
はたくさんの人で賑わったことでしょう。
雄大な自然に抱かれて、過ぎゆく短い秋をお楽しみください。（清水英昭）

2011年10月15日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

せっかくのポール・ラッシュ祭だったのですが、今日はあいにくのお天気でした。
晴天ならば清泉寮前の牧草地は多くの人で埋まってしまうのですが、イベントも中止になってしまってと
てもさびしい光景になっていました。
大成荘の夜空も星を見たい時間帯になかなか晴れず、宿泊のお客様をがっかりさせてしまうことがとて
も多いです。
星空観望会に代えて、今夜はクラフト教室を試みました。参加してくださったのは小学生がお二人。
細かな作業に神経を集中させて、今、あちこちの庭先に見られるムラサキシキブを題材に、お父さん・お
母さんの応援も得て、水引で壁掛けを作りました。予定の時間より長くかかりましたが、その分は充足感
が余計に得られたことでしょう。（清水英昭）

2011年10月14日(金)　　 ミニハロウィン登場！

本日曇天。雲一つ無い爽やかな青空の下の写真でないのがちょっと残念ですが、大成荘周辺は紅葉が
綺麗に色づきました。散策路の林も散歩してみればマイナスイオン、森林浴効果と共に癒されます。
何回か獅子岩に行き雄大な景色を眺めては、大成荘はなんと良い位置にあるのでしょうと、感心してい
ます。徐々に色づき始める黄葉も、気温の低下で一気に色づきます。春の芽吹きの季節とともに、紅葉
の時期にも心が躍ります。自然は、季節の移ろいは、何と素晴らしいことでしょう。
こんな季節の中で、明日からはポール・ラッシュ祭が始まります。お天気がとても気がかりな雲行きで
す。
スポーツ、読書、食欲･･･等々　秋を楽しみにお出かけくださいませ。
大成荘にもちっちゃなハロウィンを飾りました。ちょっとだけ気分を楽しんでください。
皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。（小宮山文子）

2011年10月10日(月)　　 今週末はポール・ラッシュ祭～八ヶ岳カンティフェア～



好天に恵まれた３連休でした。
皆様如何お過ごしでございましたでしょうか？
既に折に触れて紅葉情報をお届けしておりますが、大成荘の周りも黄葉がだんだん色濃くなってまいり
ました。
これで、霜でも降りるようなことになれば一気に進むことでしょう。
今週末はいつも楽しみにしているポール・ラッシュ祭です。この標高１４００メートルにもなる高冷地での
酪農は不可能といわれていた地で、高冷地酪農を成功させるとともに偉大な功績を残した故ポール・ラッ
シュ博士の偉業を偲ぶ機会でもありまた、大地に多くの恵みをもたらしてくれる自然への感謝の日でもあ
ります。週間天気予報では週末の天気がちょっと気になりますが、八ヶ岳南麓の 大イベントをぜひ、お
楽しみ下さいませ。
今日の写真は、「ロビーからの草地」と「キャンプ場」の様子です。（小宮山文子）

2011年10月8日(土)　　 年末年始の空き室受付が始まりました

今日からの３連休、皆様はどのようにお過ごしでしょうか？
標高１４００メートルの大成荘の周りも既に紅葉が始まり、美しく色づいてきました。
年末年始の大成荘のご利用につきましては往復ハガキによる抽選でございましたが、運悪く抽選に漏れてしまわ
れた方、予定が固まらずに応募をためらわれた方々、今日から抽選後の空き室について予約専用電話による一
般受付が開始されました。
１２月３０日から１月２日までは満室となっておりますが、その他の日には未だ空き室がございますのでぜひ、ご利
用くださいませ。
空き室の情況につきましては、下記の予約専用フリーダイヤルでお尋ねいただくか、当ホーム・ページの空室情報
を参考になさってください。
年末はどちらの皆様もきっと、気ぜわしいときをお過ごしのことと存じます。一区切りつきましたらぜひ、大成荘で
ゆっくりとお寛ぎいただきたいと存じます。
従業員一同皆様のお越しを心からお待ち申し上げております。
ご予約・お問い合わせは、
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１をご利用ください。
午前９時から午後７時まで。年中無休・携帯・ＰＨＳからもご利用いただけます。
写真はいずれも、本日の大成荘です。（清水英昭）

2011年10月1日(土)　　 リンドウも咲き始めて・・・

１０月になったからというわけでもないですが、秋色が日々に増してくるこの頃です。
ロビー前の草地にも虫の声が賑やかです。存在感を増して佇むフジアザミ、初夏から長い間目を楽しませてくれた
オカトラノオもすっかり秋色です。そして今度は草地の中に鮮やかなリンドウの花が目を引きます。
日々に姿を変えて訪れる人々の目を楽しませてくれる自然の移ろいと戯れながら、のんびりと高原の秋をどうぞお
楽しみくださいませ。（小宮山文子）



2011年11月28日(月)　　 津金のリンゴ祭り

27日の日曜日においしい学校のグラウンドで、津金のリンゴ祭りが行われました。私もお休みですので出かけてみ
ました。着いてみると人も車もいっぱいで、とても賑やかな光景でした。みなさん、美味しいものの情報はよくご存知
で、早くからいらっしゃるんですねｴ・・・。なんと始まって1時間もたたない内に箱売りは完売。袋売りのみになってし
まい、それを求めて長蛇の列。それだけ「おいしいリンゴ」と有名なんですね。
会場内には他にもいろんな出店があり、地元野菜や、豚汁、Ｂ１グランプリ1位の鳥もつ煮も並んでいました。皆さ
ん温かい食べ物を美味しそうに食されていました。お祭り、楽しいですよね。また来年のお楽しみです。
大成荘では年末前はまだまだ空き室がございます。館内を暖かくして皆様のお越しをお待ち申し上げております。
（小宮山文子）

2011年11月22日(火)　　 八ヶ岳高原大橋から四方の山々を眺める

今朝、大成荘で計測した朝の気温は-3.8℃。カメラを持つ手の指先が冷たかったです。
お客様が昨夜見た光跡は、ＪＡＸＡに確認したところＩＳＳではなかったのですが、清里の澄んだ空気の下では人工
衛星が見られることもしばしばです。
今日は快晴に恵まれましたので、八ヶ岳高原大橋から見る四方の名峰をご紹介します。
東には金峰山（ｷﾝﾌﾟｻﾝ）・瑞牆山（ﾐｽﾞｶﾞｷﾔﾏ）、西には南アルプスの峰々、南には世界に誇れる富士山、そして北
には私たちが慣れ親しんだ八ヶ岳、こんな素晴らしい風景の中で日々を送ることができることをとても幸せに思い
ます。
清里へお越しの節にはぜひ、毎日違う姿を見せてくれる四方の名峰をご堪能下さいませ。（小宮山文子）

2011年11月21日(月)　　 木星と人工衛星の光跡を見ました

今朝の八ヶ岳は、ようやくの白い薄化粧になりました。
例年ですと10月20日頃には見られる光景ですが、今年は大分遅れました。これからどんどん寒くなる前
触れのような感じです。このために、夕方からは気温も一気に下がって、木星の観望を始める５時過ぎに
は２℃になりました。
おかげでとてもきれいな木星を見ることができましたが、５時半ごろに明るく光る光跡を見ました。きっとＩ
ＳＳが飛んだのかと思ったのですが、ＪＡＸＡ広報に問い合わせた結果、ＩＳＳではないとのことでしたが、
参加されたお客様は思いがけないものを見られて大喜びでした。古川飛行士も明日には帰還するそうで
すが、無事のご帰還をお祈りしたいと思います。（清水英昭）

2011年11月19日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」



せっかくの週末でしたが、冷たい雨が降りしきる生憎のお天気になってしまいました。
好天ならば、星空には木星が輝き、しし座流星群の名残の流れ星が見られたかも知れませんでした
が・・・。
そこで、今夜はクラフト教室に切り替えてお楽しみいただきました。
作品は、かわいい小さな松ぼっくりのクリスマスツリー。
ミニサンタさんをご家族の仲間に楽しいクリスマスをお過ごしください。（清水英昭）

2011年11月17日(木)　　 いつ雪が降っても良いように

極端に暖かい日と寒い日が繰り返されています。
北海道の一部では横殴りの雪が降っているとのニュース映像が放送されていました。
清里でも一昨年は１１月１７日が初雪でした。１２月になりますと標高１４００メートルの大成荘では、い
つ、雪に見舞われるか分かりません。
今日は、ホイールローダーにタイヤチェーンを取り付けて、降雪時に備えました。
お客様のお車にもぜひ、冬のご準備をお願いいたします。（小宮山文子）

2011年11月8日(火)　　 冬準備開始。

今日は二十四節気の内の立冬。
山々は紅葉で色づいていてまだ賑やかな風情ですが、少しずつ冬に近づくんですね。
冬将軍を迎え撃つ準備は万全にと、先ずは草地のお手入れから。
今年もたくさんの山野草が私たちの目を楽しませくれましたが、来春も元気に芽吹いくれるように、草花
の芽を落とさないように１０～１５ｃｍくらい残して高めに草刈をします。刈った草は広げて冬の寒さや雪
から守るように覆ってあげます。ふと見たらノコギリソウがもう来年の為にひっそりとそしてしっかりと佇ん
でいました。微笑ましい姿に応援してあげたくなります。
草花は毎年、咲く花の種類に違いがありますが、いろいろな種類がたくさん咲いて欲しいと願いながらの
作業です。そんな気持ちが草花にも、また、見てくださるお客様にも伝わったら嬉しいです。
この草地の作業が終わったら、除雪機にタイヤにチェーンを掛けて･･･。清里では１１月中に初雪を見る
ことも珍しくありません。いつ雪が降ってもお客様の安全を守るために念入りに準備をいたしますが、お
客様のお車にもぜひ、冬の準備をお願いします。
だんだん寒い日が続くようになりますが、大成荘では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）

2011年11月4日(金)　　 紅葉情報 前線



今日は好天に恵まれて、１１月とは思えないとても暖かい一日になりました。
紅葉狩りも標高８００～１０００メートル辺りがとても美しく色づいていますのでご紹介します。
先ずは高原大橋付近のカラマツの黄葉が輝いています。橋のたもとには駐車場がございますのでゆっく
りと写真撮影が楽しめます。津金の「おいしい学校」（明治・大正・昭和の三代校舎）の桜も真っ赤になって
いました。そして、海岸寺。イチョウが真っ黄色に地面を染めて、その落ちた葉が陽光を反射して石仏群を
照らして 高の雰囲気を醸していました。
写真は、左から高原大橋、橋から見た八ヶ岳、おいしい学校、そして海岸寺です。
大成荘から少し足を伸ばすとまだまだ紅葉狩りをお楽しみいただけます。大成荘に宿泊されて過ぎゆく秋
をご堪能下さい。（小宮山文子）

2011年11月1日(火)　　 おひつじ座の木星

11月になりました。
ひときわ明るい木星が見やすくなってきましたので楽しみです。
今夜は大成荘の窓の灯りの数が少なく、月齢も5.3と丁度良いくらいの明るさかと思われる夜でしたの
で、退出間際に写真を1枚撮りました。
この時期は、まだスキー場の雪作りには早いために、星空の写真を撮るのには好条件が整っています。
また、週末には窓の灯りも多く、建物周囲が明るくなってしまいますので、平日が良いです。
長時間露光のできるカメラでしたらコンパクトデジカメでもお楽しみいただけますのでぜひ、お楽しみくだ
さい。（清水英昭）

2011年11月1日(火)　　 大成荘初冬の装い

周辺の木々も殆んど葉を落としてしまい、大成荘はすっかり初冬の装いになりました。
カサコソと落葉を踏んで歩く散策路からは視界を遮るものが少なく、遠くに鹿の姿を認めることもありま
す。また、鹿の鳴き声も良く聞かれますが、来春の小鹿の誕生から逆算すると野生鹿は恋の季節なので
しょうか・・・。
空気が澄んでいるので雲の流れがとても綺麗です。
11月は比較的大成荘にも空室がございますので、週間天気予報や月齢カレンダーを見ながらご宿泊を
ご検討いただけましたらと存じます。
お問い合わせ・ご予約は専用フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。（小宮山文子）
年中無休。午前９時から午後７時まで。携帯・PHSからも可。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１



2011年12月31日(土)　　 12月３１日　０時０１分

今年も２４時間を切りました。日付が変わった時刻、気温－９．６℃の中で見る大成荘の星空です。
来年こそは、世界中が平和に満ちた健やかな年になってほしいと願わずにはいられません。
従業員一同皆様の更なるご利用をお待ち申し上げております。
どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。
（写真をクリックすると大きくなります。清水英昭）

2011年12月28日(水)　　 難を転じて良い年になりますように！

商業施設では一部、クリスマスと門松が一緒に飾られている光景も見られますが、清里のご家庭ではお正月の飾
りつけは、２８日か３０日に行うご家庭が殆どです。
大成荘でも２６日にクリスマス飾りを撤去して、今日はお正月を迎える準備をしました。
ただ、今年の飾りつけは去年と違って節電のために照明器具の一部を消灯したり、万が一の停電に備えての仮設
照明が準備されていたりと、東日本大震災の影響が色濃く残っています。
そこで、生け花にも縁起物の南天をたくさん取り込んで、新しい年が皆さんに良い一年でありますように心を込めて
飾り付けを行いました。
今年もたくさんのご利用を賜り誠に有り難うございました。
みなさまどうぞ、良いお年をお迎えくださいませ。（小宮山文子）

2011年12月27日(火)　　 至近のサンメドウズ清里スキー場

お正月まで１週間を切りました。
ここ数日の本格的な冷え込みで各スキー場の雪作りも急ピッチで進んでいるようですが未だ、全コース
が滑走できるようになるまでには少し時間を要することと思います。
今日は大成荘から も近いサンメドウズ清里スキー場の様子を自分の目で確かめに行ってまいりまし
た。
冷え込みで雪質は 高の粉雪の圧雪で滑りも 高の様子でした。このスキー場は今年いっぱいはスノ
ボーも滑走できますが、お正月からスキーのみの営業となります。
今日は天気も良く、思っていた以上にお客さまもいらっしゃいました。
ソリゲレンデも確保されていますので、小さなお子様連れのお客さまも安心してお楽しみいただけるもの
と思いました。
明日は、お正月を迎える準備をする予定です。大成荘のお正月をご堪能くださいませ。
皆様の故郷ではどんなお正月を過ごされるのでしょうか…。（小宮山文子）
写真はコースの様子とソリゲレンデの遠望です。



2011年12月24日(土)　　 クラフト教室「お正月を飾ろう！」

大晦日まであと１週間。今朝は－10℃まで下がりました。
大震災からなかなか立ち直れないままに年の瀬を迎えてしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょう
か・・・。
来年こそは天に昇る龍の如く、多岐にわたって良い年になるように祈らざるを得ません。そこでというわ
けでもありませんが、年末恒例のオリジナルお正月飾りを作ってみました。少々手こずるところもありまし
たが、それぞれ可愛いお飾りが出来ましたのでご紹介します。（清水英昭）

2011年12月23日(金)　　 星空を見たらゆず湯でほっかほか

全国的に冷え込んでいるようです。清里の地も今夜はどのくらいまで気温は下がるのでしょうか…。
空に薄雲が流れたりはしましたがまあまあの星空が見えていましたので、玄関前に望遠鏡を持ち出して
木星を見たり冬の星座を楽しみました。
外で冷え切った身体は柚子湯に入っていただいて、ほっかほかに温まっていただきました。
お風呂の柚子を見るとどうしても揉んでみたくなると思います。大成荘では思いっきり柚子揉みしても良
いように、袋に収めて浴槽に浮かべています。浴室内に柚子の香りをいっぱい漂よわせて、心身のリフ
レッシュをしていただきました。（清水英昭）

2011年12月19日(月)　　 清泉寮の夕景

寒い日が続いていますが、皆様如何お過ごしでしょうか？
清里では夕刻に、この季節ならではの光景が広がっていますのでちょっと、足を延ばしてみました。
昨夕、清泉寮の様子を窺いに参りましたのでその様子をお伝えします。
西方には甲斐駒上の金星と清泉寮新館の灯りのぬくもりが対照的に見えました。
南の方には、薄く富士山のシルエットと町の灯り、それにライトアップ中の清泉寮牧草地の林が訪れる人
に温もりを与えてくれます。
大成荘では今週、２２日（木）まで空室がございますのでどうぞお気軽に、予約専用電話でお問い合わせ
くださいませ。（小宮山文子）

お問い合わせ・予約専用フリーダイヤル
年中無休・午前９時～午後７時。携帯・ＰＨＳからも可。
０１２０－４８９－５７１

2011年12月17日(土)　　 正午の気温、マイナス１℃



今朝は全国的に冷え込んだそうですが、ここ清里も例外ではありません。今日はきっと、真冬日でしょ
う…。
その寒さが今朝、思わぬプレゼントをもたらしてくれました。
この冬初めて見るダイヤモンドダストの光景です。
大成荘に泊ったらちょっと早起きしてみると、もしかしたら天からの贈り物に出遭えるかも知れません。
このまま晴れているようでしたら、今夕は宵の明星と木星を夕食前にご覧いただく予定です。（清水英
昭）

2011年12月17日(土)　　 金星・木星観望会

夕刻、快晴に恵まれましたので５時過ぎから薄暮の中で金星を、そして金星が木立で見えにくくなってか
らは木星を中心望遠鏡で見てみました。夕食が始まる６時前には－５℃まで気温は低下しましたが、そ
の寒空には星々の輝きがどんどん増して、星座観察も堪能できました。
明朝はきっと、今冬 低気温を記録しそうです。暖かくしてゆっくりとおやすみください。（清水英昭）

2011年12月16日(金)　　 午後６時気温－２．５℃

漸く気温も本格的な冬の様相を呈してきました。
月もだんだん小さくなってきますので、お空の方は早い時間帯から星々で賑やかになります。
西の空に一番星、宵の明星が輝き始めてから少しすると空高く木星が輝き、そして全天に星々が見える
ようになると、西方には真っ逆さまになるような白鳥座も見えます。
明日は土曜日。寒さに負けないで夕食前に清里の星空をご堪能くださいませ。（清水英昭）
写真は、左から宵の明星金星、木星、萌木の村のサンタさん、そして西に傾いた白鳥座と手作りのトナカ
イたちです。

2011年12月10日(土)　　 皆既月食を楽しみました

心配されたお天気でした。１０時頃には全天が薄雲に覆われて月もぼんやりしていましたが、時間の経
過とともに雲が急速に無くなって、　１０時半を回る頃にはとても良い状況になりました。
皆既を迎える少し前、１１時の気温はマイナス１℃、とても寒い観望会になりました。それでもこの機会を
逃すまいと外に出て来られたお客様が４人いらっしゃいました。



皆既を迎える頃には満天の星空でしたので、皆既月食と天然プラネタリウムを満喫して心はとてもホット
になりましたが、指先は痛いほどに冷えました。良い土産話ができた観望会も１１時１５分、皆既中の月
を眺めながらお開きとしました。（清水英昭）

2011年12月9日(金)　　 雪中の消防訓練

今朝の清里は粉雪で積雪７ｃｍ。吹きだまりの所は１０ｃｍ以上にもなりました。大成荘では屋根からの
落雪による事故防止の為に、ピロティー内への進入はご遠慮いただきます。道路もスノータイヤや、タイ
ヤチェーンの準備無しでは大変危険です。山岳地帯の清里は天気の急変も珍しくありません。命を運ぶ
お車には万全の装備でお越しください。
そして今日は、あってはならない火災や、万が一の災害の時に備えて、管理人会主催分を含めて本年
度４回目の消防訓練を実施しました。初期消火、通報連絡、避難誘導等、お客様の生命・財産をお守り
するためにスタッフ全員、その状況を想像しながら、気持ちを引き締めて訓練を行いました。これからもど
うぞ安心してお泊りくださいませ。
これから年末にかけての忙しい時が続きます。また寒い日が続くと思いますのでくれぐれもご自愛いただ
きたいと存じます。
そして、時間を見つけて大成荘にお越しいただき、ウィンタースポーツや温泉をお楽しみいただきといと
存じます。（小宮山文子）

2011年12月5日(月)　　 夕食前の１コマを

宵の明星、金星が良く見えるようになっています。
日没時刻が早いこの時期には、とても明るい金星は一番星としてとても目立つので、コンパクトデジカメ
の夜景モードでも十分に楽しめます。
大成荘一般棟前草地から・屋上から・また５時ころに少し車を走らせてまきば公園から、と撮影地によっ
ていろいろな背景も楽しめます。
そして、６時からは温かく美味しい大成荘の夕食をご堪能ください。
写真は、昨夕、高原大橋駐車場から南アに輝く金星（５時半頃）です。（清水英昭）

2011年12月3日(土)　　 日野市特産ブルーベリーエールを召し上がれ（*^_^*）

小海RE-EXと八千穂高原スキー場の２カ所がオープンしたとの情報が入ってきました。
今日は朝から冷たい雨が降り続いています。気温が下がり続けると夜半からは雪に変わるかも知れま
せん。
山岳地帯の清里では晴天から降雪へと急変することも珍しくありませんので、お越しの際にはぜひ、お
車に十分な冬支度をお願い致します。また、屋根からの落雪事故防止のため、ピロティ内へのお車の乗
り入れは、ご遠慮くださいますようお願いします。
ところで、友の会会員の皆様には既にご案内させていただきましたが、大成荘からの期間限定特別サー
ビスとしてご宿泊の各部屋につき１本、未開栓のブルーベリーエールを提供いたします。
お食事の時にお召し上がりになっても、お部屋へお持ちになられてもＯＫです。



提供できる本数は限定２００本です。
このブルーベリーエールは、日野市内のお酒屋さんでも販売していますのでぜひ、ご利用くださいませ。
（このサービスは１２月２９日～１月３日の間は休みますので、予めご了承ください。清水英昭）

2011年12月2日(金)　　 クリスマス飾り付けました。

今年のカレンダーも 後の１枚となり、ついに１２月を迎えてしまいました。一昨日には送迎車のタイヤを
スタッドレスに替えたばかりでしたが早速、昨夜から雪が降って今朝の清里は真っ白です。今年は例年
より寒い日が来るのが遅かったように思われますが、いよいよ本格的な冬に突入です。
街中ではもうクリスマスの飾り付けがされ、クリスマスソングが流れ、気分は上々。ケーキを予約してプレ
ゼントは何にしようかな、っていう楽しい時期ですよね。今年のクリスマスはホワイトクリスマスになるで
しょうか・・・。と、思いながら大成荘でもクリスマスの飾り付けをしました。
暖かなロビーから雪降る様子を眺めるのも、とてもロマンティックなものです。皆様も是非山の冬を楽し
みにお出かけくださいませ。館内を暖かくしてお越しをお待ち申し上げております。（小宮山文子）



2012年1月30日(月)　　 雪の季節ならではの楽しみ

今朝６時の大成荘の寒暖計は、-15.9℃を示していました。
降り積もった雪の上を歩くとキュッ、キュッと粉雪が声をかけてくれます。
こういう季節であるからこそ、防寒対策をしっかりとして外を歩いてみましょう。
林の中に目を移すと鹿さんたちの生活路を容易に見つけることができます。時にはうさぎやキツネの足
あとも・・・。
厳寒の中でシジュウカラやセキレイが餌を求め、リスが道路を横断する姿を見つけることもあります。
樹木が葉を落としてしまっているこの時期は、林の中を容易に見通すことができますので、自然観察に
はとても良い季節でもあります。
冷え切った体は大成荘のお風呂でゆっくりと温めて、おいしい食事をお召し上がりくださいませ。（小宮山
文子）
写真は、鹿の生活路です。クリックすると大きくなります。

2012年1月28日(土)　　 大成荘の夜を楽しく　「クラフト教室」

連日の寒さに加えて毎日のように薄っすらと雪が積もる大成荘です。
お車でお越しのお客様には必ず、冬タイヤもしくはタイヤチェーンの携行をお願いしています。
特に所どころが凍結している道路はとても危険ですので是非、安全のために万全を期するようにお願い
いたします。
とはいっても来週の土曜日は２月４日で立春になります。早くも１月のカレンダーとお別れです。
春夏秋冬それぞれの季節の境目が節分だそうですが、今、節分といえばほとんど２月３日のことをいうよ
うです。
厄災を鬼に見立ててこれを豆で追い払う。こんな素朴な伝承行事もだんだん少なくなってしまうような気
がしますが、皆様のご家庭ではどんな節分を迎えるのでしょうか。
今夜は主役の鬼を折り紙でつくり、ヒイラギと豆を一緒にしたかわいい壁掛けをつくりました。
参加された皆様はもちろん、昨年の震災・原発事故で被災された方々もすべての皆様が安寧にお過ごし
いただけますようお祈りします。（清水英昭）

2012年1月26日(木)　　 来週末は立春を迎えます

例年、今頃が寒さのピークです。
周辺のスキー場は、連日の気温の低さが手伝って粉雪の絶好のコンディションでお客様をお迎えしてい
ます。
が、早いもので来週には２月を迎え、４日は立春です。
日に日に日差しが強くなり、日も長くなってきますので少しばかりホッとするときでもあります。
そこで今日は、節分を迎える準備をしました。



鬼の面と鬼打ち豆。それに鬼が嫌がるといわれるヒイラギにイワシの頭も飾り、春を迎えたいと思いま
す。
とはいえ、ウィンタースポーツは今が真っ盛り。清里の冬を存分にお楽しみくださいませ。（小宮山文子）

2012年1月20日(金)　　 この冬初めての本格的な積雪は20センチ超で・・・

まだ降り続いています。
週末のお客様のスキーや雪遊びに 高の、天から粉雪の贈り物です。
スキー場でも一気に積雪量が増してきっと、絶好のコンディションでお客様をお迎えできることでしょう。
一方、道路の方は除雪はされるものの、あちこちで凍結している所が出現して非常に危険です。
お車の滑り止めを準備し、くれぐれも慎重に安全運転でお越しくださいませ。（小宮山文子）

2012年1月18日(水)　　 寒くてもお楽しみがいっぱい！

長く厳しい清里の冬の期間中でも、今ごろが も寒い時期です。が、そんな寒さを逆手にとって清泉寮に
大きな氷のリースが飾られました。直径は２４０ｃｍ、重さは約８００ｋｇにも。中にはみかんやリンゴ、グ
レープフルーツなどが入っていて可愛いらしく、おとぎの国に来ているみたいです。
そして「２０１２★清里高原の冬祭り」では、今週末21日から24日（火）までオーロラを再現するレーザー
ショー「八ヶ岳オーロラ伝説」が行われます。寒さに負けずに幻想の世界に浸るのも気分転換にはとても
良いと思います。
少し先ですが、２月１日からは清里観光協会主催恒例の「寒いほどお得フェア」が始まります。さて、今年
はマイナス気温になる日は何日くらいあるのでしょうか。とても楽しみですね。
外は寒くても、大成荘館内は暖かくして皆様のお越しを心からお待ちいたしております。平日にはまだま
だ空き室がございます。ゆっくり冬を楽しみに是非お出かけくださいませ。（小宮山文子）

2012年1月12日(木)　　 厳寒の良観

今朝は放射冷却で気温も下がり、大成荘の朝6時の温度は－10℃。それによって、南の方には雲海が
広がりとても素敵な景色でした。そして山々のシルエットがグラデーションになって絶妙な光景でした。写
真ではちょっと見えにくいかもしれませんが、街並みがキラキラ光って凄く綺麗でした。
また、八ヶ岳高原大橋から見える山肌にはたくさんのツララが光っていて面白い現象が現れました。
ほかにもこれからは厳冬の地清里ならではの、色々な現象を見ることができます。皆様にも寒さの中で
しか見られない自然現象を是非体感していただきたいと思います。（小宮山文子）

2012年1月6日(金)　　 小正月



今年は元旦からお天気も穏やかで、安穏なお正月を迎えることができました。
本年も相変わらず大成荘をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
また、この新着情報のコーナーも身近な話題を出来る限りタイムリーにお届けしたいと考えておりますの
で、よろしくお願い致します。
さて、１月１５日は豊作祈願や家庭的な行事が中心となる小正月ですが、大成荘では休館日の関係で一
足早く、団子を枝に刺して昔から行われている伝承行事を再現してみました。
地方によっては小豆粥を食べる所もあるそうですが、皆さまのお宅ではどんな小正月を過ごされます
か？古来よりつづく素朴な雰囲気を大成荘で味わってください。
それから、伸びゆく日野市写真コンクール入賞作品をお借りしての写真展は、展示替えをしました。
ビューポイントの参考に、また身近な写真を撮るための参考にされたらいかがでしょう。（小宮山文子）

2012年1月1日(日)　　 謹んで初春のご挨拶を申し上げます

新しい一年が始まりました。
未曾有の震災・台風被害があって国難の年といわれました年に区切りをつけて、一日も早い復興をねがいつつ、
年越しそばをお客様にお食べいただきました。また、従業員も同様にいただきました。
新しい一年が良い年でありますように！！
明朝の初日に祈りたいと思います。
本年も大成荘のご愛顧何卒よろしくお願い申し上げます。（清水英昭）

2012年1月1日(日)　　 心で見た初日の出

新しい年が始まってから７時間。
風も殆ど無い穏やかな朝を迎えました。大成荘の屋上から見る初日の出は７時１０分過ぎころに平沢山
の稜線から顔を見せてくれるはずでした。が、残念ながら東の方向には雲が出てしまいました。
それでもお日様が出る場所は雲が薄かったので期待は高まったのですが、結果的には心で見る初日の
出になってしまいました。
寒い中でお待ちいただきました皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
また、被災された皆々様の一日も早い復興をお祈り申し上げます。（清水英昭）



2012年2月25日(土)　　 もうすぐ「ひな祭り」

とは、云うものの清里は、昨日のポカポカ陽気から一転して今朝も雪になりました。
２月も終わりに近づいてきましたので、今夜のクラフト教室は繭と水引で作る可愛いかわいいお雛様を作
りました。小さな作品で簡単そうですが、慣れない水引細工とあってなかなか骨の折れる作業になりまし
た。中学生以上を対象にしましたが、ご家族で参加していただいた小学生さんも最後まで頑張って作品
を仕上げました。不定期で行っていますクラフト教室ですが、夕食後の手慰みにぜひ、ご参加ください。
（清水英昭）

2012年2月21日(火)　　 真っ白な大地を目覚めさせたのは、誰！

今日は、ほとんど無風状態で雲一つない快晴に恵まれ、とても気持ちの良い日になりました。
そこで久しぶりに獅子岩まで写真撮影に出かけてみたところ、予想外に多くの写真愛好家がカメラを構
えて盛んにシャッターを切っていました。
途中、夏の間にレタスや白菜などの高原野菜を育んでいた大地が、真っ白い布団に包まれて静かに
眠っている光景が広がっていました。
そのお布団の上を誰かが走り去った足跡がくっきりと残っていました。
まだ眠っているこの大地を目覚めさせたのは、いったいどこの誰なのでしょうか・・・。
写真をクリックして大きくし、犯人を捜してみてください。
気のせいか私の耳にかすかに聞こえたのは、春の足音のようだったのですが、思い過ごしだったので
しょうか・・・。（小宮山文子）

2012年2月19日(日)　　 期待と不安

今朝、大成荘の寒暖計は－16.1℃を記録していました。
只今地元の清里地区を中心に開催中の「寒いほどお得」フェア、今日はほぼ間違いなく５０％OFFが期
待されます。
一方、昨日、一昨日と少しずつ降った雪が凍結し、道路に残ったままです。これからも日陰の所は融けに
くいですから運転に不安が残ります。
これからは、乾燥路から突然凍結路に変わる場所もありますので、不安の解消のためにまだまだ冬タイ
ヤが必要です。
お車には安心安全を、そして寒さに期待して楽しい清里の休日をお楽しみください。
写真は今朝、大成荘キャンプ場入口手前から見る八ヶ岳の主峰、赤岳です。（清水英昭）

2012年2月11日(土)　　 満天の星空の下で



今夜の会場上空には、前ぶれどおりに降るような満天の星空が・・・。気温もどんどん下降して吐く息も
真っ白。空気が澄んで凛と張りつめていました。
清里と野辺山のイベントは対照的な雰囲気を醸し出していました。静かにイベントの空気を楽しむ清里。
アイスキャンドルで会場を飾り打ち上げ花火で締めくくった野辺山会場。それぞれに味わい深いイベント
に仕上がっていました。
厳しい寒さに負けず明日に立ち向かう静かな元気、動のダイナミックな元気が参加したお客様に伝わっ
たように思えるひと時でした。（清水英昭）

2012年2月10日(金)　　 冬の祭典・氷祭り

立春も過ぎてこれからは三寒四温のときになってゆくのでしょうが、今朝は２～３日暖かった反動でしょう
かとても寒い感じがしました。八ヶ岳高原大橋、黄色い橋から見えるつららもだいぶ大きく膨れ上がって
きました。
この寒さがあってこそのイベントが、明日２月１１日に清里でも野辺山でも開催されます。　清里では
「ピュアワールド　高原のバレンタイン」満天の星空を眺めながら、焼きマシュマロ、チョコレートフォンデュ
はいかがですか？薪の炎にともされながらロマンティックなひと時をお過ごしください。夜のメリーゴーラ
ンドもライトが点いてとても綺麗です。
一方、野辺山では「アイスキャンドルフェスティバル」。こちらも夜空にきらめく冬の星座を眺めながらのア
イスキャンドルコンテストが行われます。豚汁やおしるこが身体を温めてくれます。そして、打上げ花火が
冬空をとても綺麗に彩ります。早めに夕食をすませて出かけてみてはいかがでしょうか？　
山の天候はとても変わりやすいのでお車の滑り止めはしっかりして、寒さに負けないよう厚着でいらっ
しゃってください。（小宮山文子）

2012年2月6日(月)　　 春を待ちわびて

節分、立春を過ぎて暦の上ではもう春。でも外今日も雪が降っています。先週は気温が低く、随分寒い
日がありましたが、今日の昼の気温は＋２℃。寒さに慣れてきたらこの温度は暖かく感じられます。で
も、空気が乾燥したり、インフルエンザが流行したり油断できない時期ですよね。皆様、くれぐれもお身体
お大事になさってくださいませ。
「はーるよこい、はーやくこい」と口ずさみながら、お雛様を飾りました。ロビーの外の白い雪に赤い毛氈
が引き立ちます。お雛様を見ていると、ほっと癒され和みます。
暖かい館内で雛たちも皆様のお越しをお待ち申し上げております。（小宮山文子）

2012年2月3日(金)　　 本格的に雪国



今日は節分。皆様のお宅ではどんなふうに過ごされますか？
「明日は立春」とはいうものの厳しい寒さが続きますが、今朝の空は雲一つない、すっきりしたきれいな
青空が広がっています。堂々とした富士山と向かい合って、真っ白に雪を覆った凛々しい八ヶ岳。私はこ
の大地が大好きです。
週末はスキーに、また清里の冬を楽しみにいらっしゃられる方々が多く、お蔭さまで大成荘も満室状態で
すが、スキー場に向かう道は真っ白です。こちらにいらっしゃる場合、お車の冬装備は万全にしてお出か
けくださいませ。くれぐれも安全運転でお気をつけていらっしゃってください。
尚、平日にはまだまだ空き室がございます。スキー場のリフトも休日に比べ混雑が少なくなり、快適にス
キーをお楽しみいただけます。ぜひ、ごゆっくり清里を楽しみにお出かけくださいませ。（小宮山文子）

2012年2月3日(金)　　 寒いほどお得フェア

２月１日から始まった毎年恒例、清里観光振興会主催の「寒いほどお得フェア」。今年は開催初日から－
５℃、本日は－８℃と寒い日が続き、順調にスタートしています。－５℃以下は５０パーセントoff、±０℃
以下は３０％off、＋５℃以下は１０％off。いつもはちょっとお高い物でもこんな機会にお試しできます。そ
して協賛店舗も７０店と多いので、たくさんのお得をお楽しみいただけます。
そこで早速、取材に出掛けてみました。駅前の食堂で通常は１０００円の鍋焼きうどんをいただきました
が、寒い時には温かいものが一番。体も心もぽっかぽか。５００円で幸せ気分を味あわせていただきまし
た。このお店には、とても香りの良い自家製ボケ酒のショット売りもありました。
フェアに参加ししているお店の前には、シンボルのスノーマンと幟（ﾉﾎﾞﾘ）が出ていますので目印にしてく
ださい。また、その日の気温・割引率は清里観光振興会ホーム・ページでご確認ください。（小宮山文子）



2012年3月24日(土)　　 清里の小さな春を探しに出ました

今日は朝からめまぐるしく天気が変化しています。晴れから急にみぞれになってまた晴れて、という具合
です。３月もあと残りわずかに１週間。どこかに春の気配があるかも知れないのでちょっと外に出てみま
した。
木の枝に黄色い毛糸くずのような花を見つけました。春に真っ先に咲く、先ず咲く、ということからマンサ
クという名がついたそうですが、そのマンサクを別荘地の清里の森で見つけました。
場所を大門川の方に移してザゼンソウを探してみましたら、水辺の陽だまりの中に１株だけ咲いている
のを見つけました。
今年の長く厳しかった冬も漸く終わりに近づいてきましたが、これからでも積雪２０～３０センチということ
もございます。
お車でお越しの際には「清里はまだ冬！」ということも是非、記憶にとどめておいてください。日中の雪解
け水が夜間の寒さで凍ることは珍しいことではありません。
学校も春休みになりました。最後のスキーと春の探索を楽しみに是非、お出掛けくださいませ。
従業員一同心からお待ち申し上げております。（清水英昭）

2012年3月24日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

３月も残り１週間となりました。
今日は足を延ばして八千穂スキー場までお出かけのお客様もいらっしぃました。
夜は楽しい夕食をおとりいただきましたが、食事のころになると西の空に金星と木星が並んで見えていま
した。火星もしし座にいますので、楽しい春の宵が広がります。
そこで写真を１枚。スキー場の明かりで空が赤くなってきたのはちょっと残念でした
クラフト教室は、早くもこどもの日を目標にした花菖蒲を水引で制作しました。
参加してくださったのはお二人の小学生だけでしたが、お母さんと講師に助けられながらも最後まで頑
張っていただきました。来月は折り紙かぶとを作って５月のこどもの日を迎えたいと思っています。夕食
後の手慰みにどうぞご参加くださいませ。（清水英昭）

2012年3月19日(月)　　 清里にも春の兆し

１０日（土）に降った雪も除雪したところでは殆ど無くなりましたが、大成荘のキャンプ場に行こうとすると、
吹き溜まりになっている所ではまだ大人の膝が隠れるところもあります。
それでも日差しが強くなった日中の気温は、大成荘の寒暖計でも3.5℃を記録しました。５時半を過ぎた
今はもう既に氷点下になっています。こういう時は、日中に雪が解けて流れ出した水が凍ってとても危険
な場合がございます。夜間の走行はくれぐれもご注意ください。スキー場では最後のスキーが楽しめま
すので、春休みを利用して是非おでかけくださいませ。（清水英昭）

2012年3月12日(月)　　 昨日の宵の空



東日本大震災から１年が経ちました。改めてお亡くなりになられた皆様のご冥福と、被災地の一日も早
い復興をお祈り申し上げます。
宵の空、西の方を眺めるとひと際明るい金星と木星とが近くに並んで観察できます。
コンパクトデジカメでも夜景モードを利用すると簡単に撮影ができますので、ご自宅から眺める景色とし
て記録を残しておくのもよろしいかと思います。三脚があれば簡単に撮影できますので試してみてくださ
い。２６日（月）には、三日月を挟んで北東に金星、南西に木星が見えるそうです。美しい宵の空を期待
し、天気になるように祈ります。（小宮山文子）

2012年3月5日(月)　　 白い世界

今日は二十四節気の啓蟄。冬ごもりしていた虫さんたちが外に這い出てくるころだそうです。暦の上では
もう麗らかな春なんですね。
東北地方では今年も雪が多く屋根の雪下し風景が何回もテレビで報道されているのを見て、特にお年寄
りの方が屋根に登って作業をしている姿は居たたまれない思いがします。お見舞い申し上げます。
では清里はと言いますと、今年は例年に比べて降雪量が少なく、少し寂しいような気もしていましたが今
朝、２０センチ以上の積雪があり、冬の清里らしい景色に逆戻りになりました。この静けさはなにかとても
落ち着きます。スキー場も上々のコンディションとなりました。まだまだ冬をお楽しみいただけます。皆様
のお越しをお待ち申し上げております。（小宮山文子）

2012年3月3日(土)　　 まだまだ楽しめます！

天気予報では、今日も明日も晴れの予報です。
お日様が顔を見せてくれると暖かさをかなり感じさせてくれます。スキー場のコンディションを見ながらお
客様の様子を窺ってきました。
きれいな青空の下で真っ白い雪がとても眩しかったです。子供たちのスキー教室キッズスクールには
ゴーグルをして、安全のためにヘルメットを着用したたくさんの参加者が、グループに分かれてレッスンを
始めていました。
有料のソリゲレンデにもおさなごの手を引いた若いお父さんお母さんの姿が目立ちます。
取材したスキー場は、八ケ岳の雄大な懐に抱かれたこの景色が最高です。また、はるか遠くに富士山も
望むことができますのでこの上なく気分は爽快です。
このスキー場の営業予定は４月上旬まで。３月はスノーボードも滑走できるようになって、まだまだウィン
タースポーツを堪能できます。
それから、明日４日の日曜日には雪合戦もございます。今年はどんなチームが優勝するのでしょう
か・・・。こちらも目が離せません。（小宮山文子）

2012年3月1日(木)　　 家族ふれ愛写真展



東日本大震災からもうすぐ１年になります。被災された多くの方々が、津波で何もかも、命までも失われ
たことを思うととても胸が痛みます。そのような中でも大型リゾート施設が再開されてたくさんのふれあい
や絆が深まった明るいニュースに触れることができました。
日野市でも家族をテーマにした写真の募集がありましたが、多くの応募作品の中から選ばれた優れた作
品をご覧いただく写真展を開催しました。その展示作品を大成荘で借り受けて展示しましたのでご覧くだ
さい。
大成荘は、日常生活を離れてもっとも寛げるところだと思います。家族、グループで、そして一人ひとりが
日野市民であることを誇りに、絆を一層深めていただきたいと思います。
３月、春弥生。大成荘でお待ちいたしております。
ご宿泊のお問い合わせご予約は、大成荘直通フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。（小宮山文子）
年中無休。午前９時から午後７時まで。携帯・ＰＨＳからも可。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１




