
2012年4月29日(日)　　 お休み前に窓の外を眺める楽しみ

今、夕食後の空がとても賑やかです。30日に最大光度を迎える金星、天頂に火星、そして東の空からは
土星が昇ってきます。
深夜になると、西の空に沈んで行くしし座を見送るようにさそり座も昇ってきます。もちろん夏の大三角や
天の川をも堪能できる季節になりました。肌を刺すように冷たかった風もだんだん心地よくなってきました
ので、お休み前にちょっと窓を開けて、満天の星空を満喫してください。皆様のお越しをお待ちいたして
おります。（清水英昭）

2012年4月23日(月)　　 酷寒の証でしょうか・・・

ゴールデンウィークを前に大成荘では周囲の側溝の機能回復を図るための清掃作業や、散策路の階段
補修などを急ピッチで進めています。そのような折、お隣の敷地に不思議なモミの木を見つけました。
太い幹に割れ目ができて、その割れ目が梢まで伸びていました。出来てからまだ日が浅いような感じで
したのできっと、寒かったこの冬の証ではないかと思いました。
寒かった冬に別れを告げてから暫く経ちましたが漸く、標高７～８００メートルの所で桜が満開になりまし
た。自宅近くの谷戸城跡や小中学校の校庭の桜も満開を迎えています。
須玉インターへの道すがらちょっと脇に入った「おいしい学校」の桜も満開でした。
大成荘への道すがら、あちこちで満開の桜を見かけますが、どんなに綺麗でもわき見運転は厳禁です。
くれぐれも安全運転でお越しくださいませ。お待ちいたしております。（小宮山文子）

2012年4月21日(土)　　 お客さまは二人

天気が心配された週末ですが、大成荘にも鯉のぼりが泳ぐ行楽日和になりました。大成荘への道すがらではあち
こちで満開の桜が出迎えてくれたそうです。
不定期で実施されるクラフト教室ですが、今夜のお客様は時間差で参加されたお二人だけ。先月、水引で作った
花ショウブと対になるようにした、ちょっとおしゃれな折り紙の兜（かぶと）。
出来栄えも上々にご家族と一緒に写真におさまっていただきました。こどもの日にはもう一度みなさんで折ってみ
てください。（清水英昭）

2012年4月16日(月)　　 今が花盛り



寒さが厳しかった長い冬を乗り越えて、麗らかな春がやってきました。
春の訪れとともに生物が活動を始め、桃の花、桜が開花し目が覚めたかのように春色に染まってとてもきれいな風
情になっています。とても気持ちの良い季節になりました。気分もウキウキ、足も軽ろやかになりますね。甲州市塩
山の恵林寺、慈雲寺の桜や中央道釈迦堂パーキングエリア付近の桃の花は見事に美しく満開していました。そし
て大成荘の所在する北杜市では武川町実相寺の桜が満開となっています。
あちこち見て回るのには忙しくなりますが、インターネットでの情報では今週末には長野県伊那市の高遠城址の桜
や、千曲市更埴の杏の花が見ごろを迎えることでしょう。
大成荘からお車で２～３時間でお花見を楽しむことができます。是非春の花見を楽しみにお出かけくださいませ。
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）

2012年4月8日(日)　　 花祭り

時まさに桜が満開の報があちこちから飛び込んできますが、そればかりではなく今日はお釈迦様の誕生
日である花祭りでもあります。一昔前、この日はお寺さんに水筒などの容器を持って行くと「甘茶」をいた
だくことができましたが、今ではこの風習もあまり聞かれなくなりました。
ところで今朝は四方の山々がとてもクッキリときれいに見えました。
それもそのはず、調理関係者や食堂サービス係が出勤する６時ころ、大成荘の寒暖計は－8.7℃と冷え
込んで、空気は凛として澄み切っていたからです。そこで、出勤前に写真を撮りに回ってみましたら、写
真愛好家の撮影ポイントである獅子岩駐車場からは大成荘もハッキリと見ることができました。北杜市の
桜はこれからですし、お楽しみがいっぱいの大成荘です。ぜひ足を伸ばしてみてください。（清水英昭）

2012年4月6日(金)　　 雛飾りから五月飾りへバトンタッチ

先日の異常に発達した低気圧から少し気象が変な感じです。スッキリした晴れにならず、積もりはしない
ものの連日雪が舞う清里です。
そのようなときではありますが、昨日は移動教室で多くの学校が訪れるハイキングコースを点検し、今日
は雛飾りから五月飾りへとバトンタッチしました。
５月といえば、もう既に各報道機関が挙って報道している「金環日食」の期待がいやが上にも高まってき
ます。今からじっくり準備をして安全に観察したいと思います。２０日には大成荘でゆっくりお過ごしいた
だいて翌朝の日食を楽しんで帰京するプランは如何でしょう。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。（小宮山文子）

2012年4月5日(木)　　 羽衣池は雪の中に静かに佇んでいました



１週間後の１２日（木）には、新５年生の移動教室合同実踏が行われます。
風かおる５月、と言いたいところですがゴールデンウィークだとまだ若葉が伸び始めた頃で、日野市内の気温との
差が大きく体感的にはまだ寒い中で始まる移動教室かと思います。
そこで、今年のハイキングコースが冬から目覚めたか確認に行って参りましたので、その一端をお知らせしたいと
思います。
コースは林の中あり、開けた牧場ありで、所どころはまだまだ暫く冬から目覚めずに白い衣をまとったままの姿で
佇んでいることでしょうが、放牧場では雪もほとんど無くなって若い芽が伸びてくるのを待っている様子でした。
冬と春が同時に楽しめる清里へ是非、お出かけください。（小宮山文子）



2012年5月31日(木)　　 行ってらっしゃい！気を付けて！！

曇り空で一日が始まりました。
この時期、曇っていても夏とは違ってとてもさわやかです。そして天気予報も夕方まで雨は降らないそう
ですので、絶好のハイキング日和です。
夕べあんなに頑張っていた児童の皆さんは、今朝も元気いっぱいでハイキングに出発しました。都会で
は見ることのできない光景がたくさん待っていてくれるはず。それらの自然を見て、聞いて、感じて、無事
に家までお帰りください。そして家族の方々にも体験できたことをたくさんお話ししてください。お気をつけ
て！！　（小宮山文子）

2012年5月30日(水)　　 新星誕生を彷彿とさせる

５年生の移動教室も今日を含めて３校となりました。
ここのところ気象が不安定でちょっと気がかりでしたが夕方、平山小学校の児童のみなさんが元気に到
着。各校恒例の開校式から順調に経過してゆきました。
夕食は、移動教室特別メニューのカレーバイキング。みんな元気に食べていましたが、バイキングの時
によく聞く「好きなものを好きなだけ」は良くないと思います。食事はバランスが大事です。そして食べ過
ぎないこと。もう少し食べたいなぁ・・・、でストップしておくのが次の活動も楽ですし、深夜に苦しまないコ
ツです。
さて、首題の新星誕生ですが、じゃんけん列車を見ていると、宇宙でガスやチリが渦巻き状に集まってや
がて新しい星が誕生するようなエネルギーを感じたのは私だけだったでしょうか・・・。
レク係さんのリードも素晴らしかったです。明日も元気に活動してください。（清水英昭）

2012年5月29日(火)　　 赤から白へ

正午の気温が２１℃を超えました。
広葉樹の葉が日に日に大きくなって、大成荘の周りにもやっと初夏の雰囲気が漂いはじめた今日この頃
です。５年生の移動教室も残り４校になってしまいましたが、参加した児童の皆さんは、この豊かな自然
を見、肌で感じ、それぞれ何を持ち帰ったのでしょうか？
ズミの赤い蕾が白くなり始めました。今年も間もなく、真っ白な花をたくさん咲かせてくれることでしょう。
６月になると美し森会場を主に、１０日にはつつじ祭りが開催されます。
八ケ岳の残雪と緋色のレンゲツツジ、そして若草の美しい緑が訪れる皆様を歓迎します。
週末にも若干の空室がございます。是非お出かけくださいませ。
お問合せご予約は、下記の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上げております。（小宮山文子記）
予約専用電話は、年中無休・午前９時から午後７時。携帯からもＯＫです。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１



2012年5月28日(月)　　 燃えろ！大きく！

今日は、天気予報がズバリ的中し、午後からは激しい雷雨があったり青空が現れたりで状況がめまぐる
しく変化しました。
今日からの移動教室は仲田小学校。午後のハイキングを判断よく中止したので、児童も先生も濡れるこ
となく大成荘に無事到着。所どころに青空が見える屋外で開校式が行われました。
期待したキャンプファイヤーは、みんなの願いが天に通じてにぎやかに楽しく行うことができました。明日
はスッキリ晴れるといいですね。（清水英昭）

2012年5月22日(火)　　 静から動へ、そして静へ

５年生の移動教室も１０校目。早いもので半数の学校が清里の自然を学びました。
厳しくもあり、また優しく。そして美しく。その中にも疑問点が無いわけではありません。
地球温暖化もその一因といわれているニホンシカの異常な繁殖。牧草地で時には１００頭を超えそうな
群れで牧草を食べている光景に出くわします。思わず自然とは何ぞや、と思ってしまうのは私だけでしょ
うか？
今夜は南平小学校の児童の皆さんが宿泊しています。楽しみにしていた屋外でのキャンプファイヤーが
雨模様で室内でのキャンドルファイヤーに変更になりました。
火の神から分け与えられたロウソクの炎を静かに見つめながらしばし思いを巡らすとき、周囲の自然に
どんな思いを馳せたのでしょうか・・・？
ゆっくり休んで明日に備えましょう（清水英昭）

2012年5月21日(月)　　 今朝の清里、金環食です

世紀のイベントといっても過言でないほどに期待された金環日食でしたが、皆様はどんなふうに観察され
ましたでしょうか。
清里では欠け始めから欠け終わりまでずっと観察できました。
その一部をご紹介します。
写真はビデオカメラからの静止画です。（清水英昭）

2012年5月19日(土)　　 金環日食の２１日の天気が心配です・・・

今朝はちょっと気温が低かったせいもあって、八ヶ岳をはじめ四方の山々がとてもきれいでした。出勤途



上の高原大橋からの八ヶ岳と南ア、それから出勤直後に獅子岩まで出向いてきました。
とても良いこの新緑の季節、獅子岩駐車場は飯盛山を目指す人と獅子岩からの眺望を楽しむ人で駐車
場もいっぱいでした。これからしばらくは新緑が楽しめますので是非、お出かけくださいませ。従業員一
同皆様のお越しをお待ち申し上げております。（清水英昭）

2012年5月14日(月)　　 草地にも色が戻ってきました

枯草色一色だった草地にも緑色が戻ってきました。中にはあまり歓迎できない場所も緑になりました。早
速、今年１回目の草取りもしなければならなくなりました。
大成荘の草地は、自然を守る会の有志の皆様が手弁当で管理をしてくださっていますが、その方々に甘
えてばかりいられませんので、屋外に出てみました。
薄紫色のタチツボスミレ、黄色が鮮やかなキジムシロ、ちょっと濃いめの赤紫はもうすぐ咲きそうなムラ
サキケマンです。
お越しになられましたらどうぞ、草地に咲く可憐な山野草をお楽しみくださいませ。（小宮山文子）

2012年5月9日(水)　　 心静かに今日一日を振り返る

今日から第二小学校の移動教室です。何より心配された天気予報でした。一時、少しだけ地面を濡らし
ましたが夕食を過ぎ、キャンプファイヤーのプログラムが最後までできる確信を得て、実行に移されまし
た。赤々と燃え上がる炎はみんなの気持ちを高揚させて盛り上がりも最高潮に、そして徐々に火を小さく
して心静かに今日を振り返ったとき、それぞれの児童の皆さんの頭をよぎったことは何だったのでしょう
か・・・。しっかり休んで明日も元気に活動してください。（清水英昭）

2012年5月8日(火)　　 元気に出発しました

移動教室第１陣の夢が丘小学校の皆さん、閉校式でよく眠れた、食事もおいしくしっかり食べられたということでと
ても安心しました。
朝の会でも元気いっぱいに体操をし、清々しい空気の中を散歩に出ました。そして朝食、閉校式、集合写真と順調
に経過して元気に出発して行きました。
今日は牧場体験になります。昨日と同じ、周囲の方々と自然に感謝しながら学校で体験できない肌で感じる学習を
たくさんしてください。（小宮山文子）

2012年5月7日(月)　　 ５年生の移動教室が始まりました

ゴールデンウィーク後半は、５日のこどもの日を除くと天気が少々荒れ模様でありましたが、皆様はどん



な休暇をお過ごしだったでしょうか？抽選の難関を越えて大成荘をご利用いただきました市民の皆様有
り難うございました。抽選に外れてしまわれた皆様、次回もよろしくお願いいたします。
さて、連休が終わっていきなり移動教室が始まりました。川俣川でのニジマス釣り体験、私たちは小さな
命をいただいて生かされています。しっかり感謝していただいたことと思います。
午後からのハイキング、しっかり大成荘まで歩いて到着できました。
美味しく楽しい夕食から、移動教室のハイライト、キャンプファイヤーへとプログラムは進みました。学校
を離れた体験をもとに友情と団結を更に前進させてください。
あしたも晴れるといいですね・・・。（清水英昭）

2012年5月5日(土)　　 最良のこどもの日

道の駅みなみ清里で恒例の第21回長沢鯉のぼり祭りが開催され大勢のお客様で賑わいました。
名物の泥んこカヌー競争ではデッドヒートが見られたり、障害物競争に参加したわが子に精一杯の声援を送る風
景など、親子連れで訪れたみなさんの歓声が響きわたっていました。
大成荘の空にも鯉のぼりが元気に泳いでいましたが、月曜日には移動教室の第１陣がバスで入りますので、明日
には鯉のぼりもお休みに入ります。
今夜のお風呂は菖蒲湯です。菖蒲は邪気を払うといわれ、菖蒲湯に入ったり、根を刻んでお酒に入れて飲むなど
します。また、軒先に吊るして災難を逃れるなどするそうです。（清水英昭）

2012年5月4日(金)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

５月に入って清里の牧草地も急に緑色に変化したように思います。
大成荘のカラマツも芽を伸ばし始め、コブシも咲いて日々移ろいゆくこの頃です。
あしたは子どもの日です。
道の駅「みなみ清里」では恒例の鯉のぼり祭りが開催され、親子連れの皆さんで賑わうことでしょう。
大成荘で不定期に行われるクラフト教室ですが、今夜は子どもの日に因んで「折り紙かぶと」を制作し、
夕食後のひと時をお楽しみいただきました。お客様は何度も大成荘をご利用いただいている方でした
が、初めてのお客様も今度はぜひご参加いただけたらと思います。帰宅したら大きな紙でもう一度折って
みてください。（清水英昭）



2012年6月29日(金)　　 七夕飾りでお出迎え

7月7日は、織姫様と彦星様が１年にたった一度だけ会うことができるという、皆さんもよくご存知の七夕
ですね。この七夕を地域の一大イベントとして盛大に行う都市もございますが、身近なデパートやスー
パーなど、あちこちでもよく見かける七夕飾りです。皆様のご家庭でも飾っていらっしゃいますか？忙しさ
にまぎれてなかなか飾れない、という方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか？
大成荘では七夕の雰囲気を少しでも味わっていただこうと、笹に折込チラシや折り紙で作った飾り物をあ
しらいました。是非皆様のお願い事を短冊に書いて吊るしてください。お願いが叶いますように…。（小宮
山文子）

2012年6月21日(木)　　 入笠山は、山野草がいっぱい！

大成荘には被害は全く無く、台風４号は過ぎ去って行きました。富士見パノラマスキー場の山野草情報が入ってき
ました。空気が清々しい日でしたので、空には雲が残っていましたが、ゴンドラリフトに乗って入笠山に確認に行っ
てきました。リフトは、１５分の乗車で頂上に着きます。遠くのほうには富士見の町や区画整理された田圃風景が広
がり、晴れた日には八ヶ岳はもちろん富士山の方まで雄大な山々を望めます。リフトの下は見るだけでもスリルあ
るマウンテンバイクのコースが通っています。リフトを降りると１２０万本のスズランが風に揺られて可愛らしく咲い
ていました。そして、今回２つ目のお楽しみは釜無ホテイアツモリソウ。野生ランの王者アツモリソウの中でも色の
濃いホテイアツモリソウは希少価値が高い花です。感動しました。
そして次のお楽しみはルバーブのピンクのソフトクリーム。甘酸っぱくて美容にも良いそうですよ。大成荘からお車
で１時間ほどで行かれます。スズランとホテイアツモリソウは今月いっぱい楽しめるそうです。その他にも８月まで
次から次へといろいろな花が楽しめます。
園内は道が整備されて歩きやすくなっていますので、是非一度行かれてみてはいかがでしょうか。（小宮山文子）

2012年6月16日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

大成荘から車で約４～５０分、県境を越えて長野県富士見町の入笠山はスズランの群生地があることで
良く知られています。そしてこの時季はたくさんのハイカーで賑わいます。先日１０日にはスズラン祭りも
開催されました。群生地へはスキー場のゴンドラリフトが運んでくれますので楽にスズランを鑑賞すること
ができます。
そこで、今夜は夕食後のひと時を季節の花、スズランの壁掛けを折り紙で作りました。
お客様は５歳の女のお子様がお一人。講師からマンツーマンで指導を受けながら楽しく完成させました。
しばらくの間、玄関に掛けてお客様をお迎えしてください。（清水英昭）
（入笠山のスズランは、月末ころまで楽しめるそうです。お出かけくださいませ。）

2012年6月11日(月)　　 今朝の美し森開花状況です



昨日は恒例のつつじ祭りで、美し森はたくさんのお客様で賑わっていたそうですが、今朝の出勤時には
駐車場に車が２台だけでひっそりとしていました。きっと、１０時前ころにはまた賑わうことでしょう。出勤
前にちょっと寄り道をしてつつじの開花状況を確認してまいりましたが、レンゲツツジで緋色に染まるの
はもう数日先のような感じでした。
今朝は白いズミの花と濃いピンクのヤマツツジが満開でした。レンゲツツジの満開までにはあと数日、サ
ラサドウダンツツジはまだ先の感じでしたので、これからしばらくはツツジの見ごろが続きます。写真は今
朝の美し森の様子です。（小宮山文子）

2012年6月8日(金)　　 やっとハルゼミの声が聞こえてきました

例年ですと５月２０日ころには大成荘の周辺でにぎやかに聞こえる声ですが、今年はやっと、今日になっ
て初めて聞くことができました。
周りではズミやミヤマザクラの白い花が咲き、標高８００～１０００メートル付近でミズキが大空に向かって
白い花を咲かせるようになりました。そして、木々の緑も新緑の柔らかい緑から深緑の力強い緑へと変
化してきました。そして、１０日の日曜日にはレンゲツツジが緋色の花を咲かせ始めた美し森を主会場
に、盛大に「つつじ祭り」が開催されますのでぜひ、お出かけくださいませ。（小宮山文子）
添付資料写真をご参照ください。

2012年6月7日(木)　　 学校寮地区管理人会合同消防訓練

地域の各施設を守っている管理人を対象にした合同の消防訓練が、所轄消防署から職員を派遣していただき、そ
のご指導の下で行われました。
毎年度２回実施される第１回目でしたが、万が一に備えての訓練であり皆さん真剣に取り組んでいました。ご指導
いただいたことを大成荘に合わせてアレンジし、今後に備えたいと思います。（清水英昭）

2012年6月5日(火)　　 ２４年度移動教室の受け入れが終わりました

４月に５年生になってから１～２ヶ月で実施される移動教室。大きな期待とちょっとした不安を抱えて児童
の皆さんは参加されたのではないでしょうか。日野市内の各学校で行われている普段の授業を離れ、寝
食を共にしての授業からはきっと多くのものが得られたことと思います。
教科書から学んだことを見、聞き、そして肌で学びとって帰っていただけたことでしょう。
今朝の閉校式、お見送りが 後となりました。平成２４年度の移動教室で宿泊された児童の皆さん、先



生方そして乗務員の皆様、ご利用いただきまして誠にありがとうございました。また多岐にわたってご協
力賜り大変有り難うございました。従業員一同、心から感謝申し上げます。（小宮山文子）

2012年6月4日(月)　　 ハイジの村で「春のバラまつり」が始まりました

山梨県立フラワーセンター（ハイジの村）で恒例の「春のバラまつり」が始まりました。
観光情報を得たり、地域のパンフレット等をいただくために北杜市役所まで出かけましたので、ちょっと足
を伸ばしてバラをはじめ花々の開花状況を見てまいりました。日本一長いといわれるバラの回廊にも色
とりどりのバラが咲き始めて訪れたお客様が眺めたり写真を撮ったり、また顔を近づけてはその香りを楽
しんだりしていました。訪れていた子供たちは、園内にある遊具で夢中になって遊んでいました。
バラまつりは、６月３０日まで。それから春の花ビオラから夏の花への植え替えも盛んに行われていまし
たのでこれからも楽しみです。大成荘への往復の道すがらちょっと立ち寄ってみてください。（小宮山文
子）



2012年7月30日(月)　　 作る、食べる、遊ぶ、そして感謝する

恒例の平山中地区青少年育成会夏休みキャンプが、大成荘での閉村式を迎えました。
寝食を共にした２泊３日のキャンプで得られる貴重な体験は、参加した児童の皆さんの成長は勿論、中学生・高校
生の先輩の皆さんにもリーダーとしての研修の良い機会であったことと思います。
参加した児童の皆さんは、ご指導をいただいた多くの先生方、そしてこのキャンプをいつも陰から支えておられる
育成会の方々にきっと、感謝の気持ちでいっぱいだったことと思います。
みんなで作る食事をほおばったあとは、楽しくキャンプファイヤーで遊び、閉村式では先生方・スタッフの皆様にあ
らためて感謝の気持ちを表す。これからも暫く猛暑・酷暑の日が続きます。
この夏を元気に乗り越えてください！！（小宮山文子）

2012年7月25日(水)　　 朝のミニ植物観察会にご参加ください

大成荘では雨天時を除いて、チェックアウト前に構内を巡るミニ植物観察会を、不定期で実施していま
す。（清里駅送迎のお客様の都合等により、実施できない場合もございます。）
今朝は、２泊して大成荘を起点にレク活動をされた看護学校の学生さんお三方が参加してくださいまし
た。列車の乗車時刻の関係で駆け足での観察会でしたが、高原ならではの山野草の可憐な姿に触れて
いただいた後、清里駅までお送りさせていただきました。
送迎につきましては、３日前までにご予約をお願いいたします。（小宮山文子）
写真は、食堂廊下脇の坪庭に咲くオカトラノオ、悲しい物語を秘めたオトギリソウの話、テントサイトでの
観察風景です。

2012年7月20日(金)　　 甘くて美味しいブルーベリー

公休日を利用してブルーベリー狩りに行ってきました。大粒のブルーベリーはとても甘く、少し酸味があっ
てとても美味しかったです。アントシアニンが豊富で、ビタミンＡも含まれていることから視力回復に良い
といわれているブルーベリーですが、美容にも良いのではないでしょうか・・・。枝からポロポロと簡単に
取れたブルーベリーを大きな口を開けて頬張って、手にはお土産用のパックにいっぱい詰めて幸せ気分
です。生のブルーベリーを頂いた後のお楽しみはブルーベリーアイスクリーム。こちらは酸味が効いて甘
酸っぱさがとても美味。生とアイスと二度楽しめました。
さらに上隣の畑でラベンダー狩りのおまけまで付いていました。嬉しいですね。
そして、その上のひまわり畑では太陽に向かって思いっきりの笑顔でひまわりの花が咲き始めました。
「北杜市明野サンフラワーフェス２０１２」は7月22日～8月26日まで。今年も60万本のひまわりが楽しめま
す。是非皆様お出かけくださいませ。（小宮山文子）



2012年7月18日(水)　　 草地が綺麗になりました。

大成荘の草地は山間の自然をそのままに利用して造られています。毎年自然環境に造詣の深い方々に
お世話になって管理をしていただいております。今年も夏に向けてたくさんの山野草が楽しめるように考
えて作業を進めていただきました。昨年見た花に今年もあいたいですね。さあ、どんなふうに咲いてくれ
るのでしょうか。とても楽しみです。夏休み期間中はまた恒例の「ミニ植物観察」を行います。皆様にお会
いできることを楽しみにお待ちいたしております。（小宮山文子）

2012年7月15日(日)　　 草地も少しにぎやかに

緑の草だけが目立った草地ですが、この頃少しだけ花物が見えるようになりました。
シモツケの鮮やかなピンク、オカトラノオの清楚な白、周辺の木ではナツツバキやノリウツギの白色が目立ち始め
ました。
目立たない場所ではオトギリソウの葉にはっきりと斑点が見てとれます。
お越しの際にはぜひ、建物周囲だけでなくキャンプ場の方まで足を伸ばしてみてください。ケブカツルカコソウやミ
ヤコグサが見られます。（清水英昭）

2012年7月15日(日)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

７月中旬。八ケ岳の南麓にもラベンダーの花があちこちで見られます。
この生ラベンダーを用いて小さなポプリバスケットを作りました。
男性のお客様も独創的なアイディアを込めて器用に作品にしていました。
これから暫くの間、お手元において香りをお楽しみください。（清水英昭）

2012年7月14日(土)　　 西の魔女・おばあちゃんの家

映画「西の魔女が死んだ」が、撮影されたおばあちゃんの家が一般公開（有料）されます。
８月１日から９月２日までの期間限定です。建築基準法などの制約のために内部に立ち入ることはでき
ませんが、林の中に静かに佇むその姿は訪れた人を映画の中の世界へといざないます。
おばあちゃんの家を見てからもう一度映画を見直すときっと、新たな感動があることでしょう。（小宮山文
子）
資料写真は、公開されたときのものです。

2012年7月13日(金)　　 ブルーベリー狩りは今が盛り



今日は曇天。でも雨は落ちていませんでしたので、北杜市明野町フラワーセンター南下のブルーベリー
畑の様子を窺ってきました。今まで粒でしか見たことがなかったので、高さ１ｍ20～30ｃｍ位の木に大粒
の実がたわわに付いた房を見て感激しました。甘酸っぱい大粒のブルーベリーはきっと、一度食べると
病みつきになるのではないでしょうか・・・。
また、毎年楽しみにしているひまわりも順調に成長している様子が窺がえました。60万本の見事なひま
わりを今年も楽しめそうです。
ブルーベリーの食後は農園から韮崎方面に向かうと銀河鉄道展望公園があります。あいにく今日は昼
間でしたので、銀河とはいきませんでしたが、夜の景色を思い浮かべました。暗闇に点々と家々の灯り
が散りばむ中を中央線が走る。まさしく、銀河の中を走る鉄道でしょう。大きなスクリーンの中に入ったよ
うな、宇宙に浮かんでいるような気分になれる気がしました。是非夜に訪れてみたいです。皆様も是非一
度体感されてみてはいかがでしょうか。
今回は取材だけで食べられませんでしたので、公休日にもう一度訪れてみたいと思います。（小宮山文
子）
写真は左から、たわわに実るブルーべりー、開花が待ち遠しいひまわり、銀河鉄道展望公園です。



2012年8月16日(木)　　 フィールドバレエも今日で終わりになります。

毎年多くの方にお楽しみいただいているフィールドバレエも今日で最終日となりますので昨日、鑑賞に
行ってまいりました。昼過ぎから黒い雲が空を覆っていましたので、雨が降らないかと心配していました
が、幸いにも開演時には晴れて綺麗な星空の下で見ることができました。
華麗な衣装をまとったバレリーナが舞台狭しと堂々の演技。後方には花火が上がり、ロマンティック且つ
感動の一夜を過ごせました。この感動を胸に収めて、また来年のお楽しみです。一度は見たいフィールド
バレエ。今年鑑賞された方はまた来年も、そして都合で行くことができなかった方は、来年こそは是非、
お楽しみくださいませ。（小宮山文子）

2012年8月14日(火)　　 大成荘の夜を楽しく「森のおはなし会」

地元のお話のグループ「おはなしの会こだま」の皆様をお招きしての初めての試みを実施しました。
人形劇あり、お話あり、また大型の紙芝居ありでアッという間の１時間でした。
お声がかかれば何とか都合をつけてあちこちにご出演されていて、さすがに話術も巧みです。
会場にお越しいただいたご宿泊の皆様の目、耳にはどんなふうに届いたことでしょうか・・・。
機会を見つけて是非、再度のご出演をお願いしたいものです。写真でその一端をご紹介します。ありがとうござい
ました。（清水英昭）

2012年8月10日(金)　　 魔女の家特別公開と滝の涼風

今がまさに旬！
映画「西の魔女が死んだ」の撮影舞台となった魔女の家が、ＫＥＥＰ協会の一角に建っています。映画を鑑賞され
た方には、ここで撮られたのかぁ・・・、と思い出がよみがえります。ご覧になられていない方には、こんなところで
撮った映画が観てみたい、と思われることでしょう。林の中に静かに佇む魔女の家。一人の少女の心の葛藤を通し
て成長する姿を是非、本からも味わってください。
もう一つのお勧めは、吐竜の滝。音を聞いただけでもきっと涼しくなること請け合いです。涼を求めて多くの人が訪
れます。冷たい水に足を踏み入れれば涼しさは抜群です。滝の中段付近では今、オタカラコウが黄色い花を美しく
咲かせていました。優雅に表現するスローシャッターでも良し、水しぶきをダイナミックに表現する速いシャッターで
もまた、良い作品が得られることでしょう。この暑い時季に是非、訪れてみてください。写真はいずれも今日の撮影
です。（小宮山文子）

2012年8月8日(水)　　 先生方の研修が始まりました



毎年恒例であります、先生方の寝食を共にされた研修会が始まりました。
夏休み前までの授業に加えて、この研修を通して新たに得られた教育への思いが、２学期からの児童・生徒の皆
さんへ還元されてゆくことと思います。学校では見せない先生方の真摯な研修の姿を目の当たりにし、大成荘をお
預かりしている私たちも更に良いお手伝いができるようにお仕事に邁進したいと思います。先生方の研修の一片を
お届けします。（小宮山文子）

2012年8月7日(火)　　 ようやくオトギリソウが咲きました！

同じ仲間のトモエソウは先日から咲くようになりましたが、ようやくオトギリソウの花を見つけました。今朝
のミニ植物観察会は雲行きが怪しい中でスタートしましたので先ずは、この悲しい伝説を持つ花から観
察していただきました。雨を避けるためにいつものコースを変更して観察していただきましたが、終了直
後に降雨となりました。このように、お天気次第でたどるコースを変更しなければならないこともございま
すが、反対にご自分で見つける楽しさもございます。どうぞ構内の山野草をお楽しみください。（清水英
昭）

2012年8月7日(火)　　 一中地区育成会高原キャンプ

今日は立秋です。暦の上ではもう秋になりました。今朝は青空から急に不安定な気象状態になって雨が
降り出したりしました。一中地区育成会のキャンプが予定されていて心配されたお天気でしたが、皆さん
が到着するころから雨にも遭わず、夕食のカレー作りからキャンプファイヤーまで、プログラムは順調に
進みました。宿舎に戻ってきた皆さんの顔には一様に満足感が溢れていました。それぞれの地域から学
年から集まって大切な１日を過ごして大きく友情の芽を育てました。こうした事業に参加される皆さんに
はいじめの文字はきっと無いのだろうと確信しました。ゆっくり休んで明日も元気に活動してください。（清
水英昭）

2012年8月5日(日)　　 元気に帰途につきました

３・４日の２泊で実施された公民館事業「障害者青年学級」ですが、大成荘での日程を無事に終了して猛
暑の中を帰京の途につきました。恒例のスイカ割大会では笑い声も聞かれる中で楽しそうに参加してい
ました。昨夜は思い出に残るキャンプファイヤーもできました。これから旬になってきた「桃狩り」を楽しん
で帰る計画になっています。これからも暫くは猛暑日が続きます。どうぞご自愛いただきまして秋をお迎
えくださいませ。（清水英昭）



2012年8月3日(金)　　 飯盛山は山野草の宝庫

夏本番。毎日猛暑が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
昨日は空に小さな積乱雲が浮かんでいましたが、山野草の最新情報を求めて夕立の懸念の中を出かけてきまし
た。
登山道に足を踏み入れるとすぐにホソバノキリンソウ、アサマフウロ、カワラナデシコ・・・と、沢山の花々が出迎え
てくれました。同じ種類の花でも大成荘で咲くよりも色が濃い物、山の栄養をいっぱい吸って立派なものという違い
があったり、また逆の場合もあって興味津々で登ってきました。
撮影をしながらの山登りですので、少々時間がかかります。途中で予想に違わず雨が降ってきてしまいました。もう
少し登ろうか、引き返そうか迷いましたが、低い山ではありますが危険性等考えて、後ろ髪をひかれる思いで下山
しました。車にたどり着いた途端にザーっと土砂降りになりました。頂上まで登れなかったことは残念でしたが、少
し時期をずらしてまた違う花にも逢えることを楽しみに帰途につきました。皆様も高原の夏を楽しみに是非お出か
けくださいませ。（小宮山文子）



2012年9月28日(金)　　 ３０日は十五夜です

９月３０日は、今月２回目の満月です。そして中秋の名月、十五夜でもあります。当日は、名月観望会を計画してお
りますので、二つの台風、１７・１８号の動きがとても気になります。
今日は、この十五夜に備えて、収穫に感謝と喜びを込めてお月見飾りを行いました。山ブドウも例年よりも少し甘
みがあるように感じるのは連日の猛暑のせいだったのでしょうか。サツマイモも大きく育ちました。イモで思い起こさ
れるのは「芋づる式に・・・」という言葉がありますが、この言葉をそのまま当てはめたようなサツマイモを供えまし
た。そして月見団子の中にウサギさんも作りました。皆様のご家庭ではどんなお月見をなさるのでしょうか？
あとは台風被害が無いように晴天を祈るばかりです。（小宮山文子）

2012年9月26日(水)　　 秋の気配がまた一歩

先日の雨のあと秋の気配がまた一歩進んだように見られます。11月の草地の刈り揃えを除くと、今年最後の草刈
となる作業を行いました。来春、元気な緑の草が見られるように県道沿いの歩道や大成荘の法面の草刈を行いま
した。作業の途中では色づき始めたリョウブやマムシグサの実が秋の訪れを実感させてくれます。食堂前のシラカ
バも黄色味を帯び、盛りを少し過ぎたノコンギクとの光景が少しずつ深まりゆく秋を感じさせてくれます。30日は中
秋の名月、十五夜です。澄み切って透明感のました清里で、名月観望会をご一緒しましょう。月見団子を作って十
五夜飾りも行います。（小宮山文子）　

2012年9月16日(日)　　 日付が変わるころの空は・・・

９月も半ばだというのに真夏日が続いていますが、肌に感じる暑さは湿度が下がってきているのでしょう
か、不快感が和らいだ気候になってきました。
湿度が下がると当然、空気が澄んで見上げる星空も美しく輝きます。そんな大成荘の星空を日付が変
わったころにちょっと見上げてみました。天頂近くにカシオペア座、西の方には傾いた白鳥座、そして東
の空にはオリオン座も昇り始めました。お休み前にちょっとした楽しみです。写真をクリックしてご覧くださ
い。（清水英昭）

2012年9月16日(日)　　 今月は満月が２回もあります



１か月のうちに満月が２回あることは珍しいことです。そして３０日は中秋の名月でもあります。以前は、
各ご家庭でも十五夜飾りを行って豊作に感謝する風習が残っていましたが、今では都市部においてはだ
んだん行われなくなってしまったのではないでしょうか・・・。日本の古典には竹取物語などのお話に代表
される月にまつわお話があちこちに伝わっているようですが、今夜は、この物語を題材に折り紙でかぐや
姫を作りました。月からの迎えが来てしまうことを悲しんでいるかぐや姫の表情がうまく表現できたでしょ
うか・・・。２２日の土曜日にもう一度試みてみようと思います。（清水英昭）

2012年9月12日(水)　　 秋の気配

今年は夏日が長く、あと1週間くらいは暑い日が続くそうですね。清里周辺は朝夕は涼しく、夜には鈴虫
が鳴き秋らしくなってきました。今朝の出勤途上のラジオでは、昨夜の雨で気温が下がり富士山に初冠
雪が見られたとの報道でした。雲がかかっていてちょっと判断が難しかったのですが、うっすらと白く見え
ました。大成荘周辺ではハンゴンソウやアザミ、ハギなどの秋の花が咲き、ツノハシバミの実が実り夏と
は違った落ち着きのある風情が楽しめます。外で癒された後は大成荘でゆっくり読書なんていかがでしょ
うか？色んな秋を楽しみにぜひお出かけくださいませ。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。（小宮山文子記）



2012年10月29日(月)　　 紅葉は吐竜（どりゅう）の滝へ

清里の紅葉の名所、東沢大橋付近ではピークを少し過ぎました。紅葉前線も徐々に標高を下げながら
訪れるお客様を楽しませてくれますが、今週のおすすめは吐竜の滝。駐車場からゆっくり歩いても１５分
ほどでたどり着けますので、ご家族でぜひ、訪れてみてください。太陽の位置によって趣が変化するのも
楽しみの一つです。参考までに今日の午後の様子をご紹介します。（小宮山文子）

2012年10月25日(木)　　 学校寮地区管理人会合同消防訓練

年２回、消防署の指導の下で実施される恒例の訓練を、会長施設である調布市八ヶ岳少年自然の家ほかをお借
りして実施しました。建物火災の想定では、自動火災報知機の火災受信から一連の諸動作を交代で繰り返しまし
た。次に、屋外に場所を移して公設消火栓での放水訓練や消火器（今回は訓練用の水消火器）を使用した訓練等
を実施して終了しました。屋内外での一連の訓練は万が一に備えてのものであることは言うまでもありません。こ
れから空気が乾燥してポイ捨ての煙草からの火災も十分考えられます。管理人会は勿論、各施設をご利用される
皆様にもぜひ、火災予防にご協力をお願いいたします。（清水英昭）

2012年10月24日(水)　　 冷え込みできれいな景色が出現です

今朝、大成荘の６時の気温は3.8℃と冷え込みました。八ケ岳を見ると薄っすらと白い衣をまとっていまし
たので、気温が下がったのもうなずけます。冷えた空気が凛として、紅葉も美しく、遠く富士山を望むと白
雲をたなびかせた絵に描いたような姿を見せていました。その一部をご紹介します。（小宮山文子）

2012年10月23日(火)　　 一雨ごとに深まる秋

今日は一日雨模様でした。氷雨というのにはまだ早いですが、一雨ごとに秋が深まる感じです。この週
末には大成荘の周囲の木々はかなり葉を落とすのではないでしょうか。今日は、ロビーから眺めるしっと
りとした黄葉の様子をお届けします。（清水英昭）

2012年10月22日(月)　　 大成荘から上高地へ



休日を利用して家族で久しぶりに上高地まで足を伸ばしてみました。
２０日は好天に恵まれたこともあったせいか、たくさんの人出でにぎわっていて、河童橋の上では写真を
撮るのにも一苦労ですが、上高地を訪れたみなさんは必ずといって良いほどに、この橋の上で記念の写
真を撮っています。
上高地へは日野市内からだと日帰りも可能ですが、せっかくのお出かけも疲労困ぱいでは興ざめです。
時あたかも紅葉の最盛期を迎えようとしています。平日のお二人でのご利用もお得になっておりますこ
の機会に、大成荘にお泊りいただければゆっくりとお楽しみいただけますのでぜひ、お出かけくださいま
せ。（小宮山文子）

2012年10月19日(金)　　 景色が変わりました

台風の影響は雨が少し降った以外には全く無かったのですが、この雨は高い山々には雪をもたらしましたので、ふ
もとからの景色も雰囲気が一変しました。日野市内から見える富士山も真っ白に輝いていたことと思います。
家を少し早く出て周りの景色を撮りながら出勤しましたので、その様子の一部をご紹介します。（小宮山文子）
写真は、左から高原大橋からの南ア、東沢大橋、美し森、平沢峠からの学校寮地区です。

2012年10月16日(火)　　 綺麗になってきました。

爽やかな秋晴れの心地よい日が続いています。大成荘周辺も紅葉がいよいよ綺麗になってきました。赤や黄色の
葉っぱに陽が当たって、風に吹かれてキラキラ輝いています。写真ではなかなか実際の色がお伝えできないのが
残念ですが…。今週末頃が見ごろでしょう。カサコソと落ち葉を踏み歩き、ドングリを拾って、「秋だなー。」と感傷に
浸るのも良いものですよね。平日にはまだ空き室がございます。夏の疲れを癒しにどうぞお出かけくださいませ。
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）

2012年10月15日(月)　　 今朝の東沢大橋

ポール・ラッシュ祭も無事に終了したようですが、これからの清里の紅葉は日一日と変化して訪れるお客
様方を楽しませてくれます。今朝は久しぶりに東沢大橋に立ち寄って出勤しました。橋のたもとの駐車場
から見る紅葉は、清里の代表的なビューポイントの一つです。これから１週間ほどでピークを迎えそうな
今朝の様子をご紹介します。（小宮山文子）

2012年10月14日(日)　　 今日の大成荘



昨日からのポール・ラッシュ祭～八ヶ岳カンティフェア2012～も間もなく幕を閉じる時刻です。快晴とはな
りませんでしたが、まあまあの天気に恵まれてたくさんの人出でにぎわったようです。残念ながら取材に
赴くことができませんでしたので、ロビーからの眺める秋と、入口付近からの様子をお届けします。キャン
プ場のミズナラは、今週末には葉を落としてしまうかもしれません。東沢大橋からの眺望も間もなくピーク
を迎えそうなこの頃です。
今月から来年３月末日のご宿泊について、平日の二人利用割増適用除外キャンペーン中です。この機
会にぜひ、お二人でゆっくりとおくつろぎくださいませ！（清水英昭）

2012年10月12日(金)　　 二人の遺徳を偲んで

今日は、ポール・ラッシュ博士と安池興男氏が残した足跡を辿る「清里開拓の道」を訪ねてきました。先
日「清里開拓物語」を読みました。昭和の初期から開拓民の長きにわたる苦労の様子を想い浮べ、今の
清里からは想像しがたい生活がそれ程遠くない昭和４０年代までこの地で続いていたかと思うと感無量
の思いでした。
その開拓民の収穫感謝祭ともいうべき「八ヶ岳カンティフェア２０１２」が明日１３日から２日間に渡り、清
泉寮前牧草地で行われます。準備も着々と進められていました。あとは良いお天気に恵まれると良いで
すね。色いろなお店も出店され、楽しみもいっぱいです。ぜひ皆様もお出かけしてみてください。
また、大成荘周辺の木々も大分色づいてきました。気温も下がってきています。お出かけの際は上に羽
織るものもお忘れなくお持ちくださいませ。（小宮山文子）

2012年10月9日(火)　　 フジアザミの花ががたくさん咲きました。

夏休みのミニ植物観察会の折にトゲトゲした大きな葉っぱを見た方は思い出していただけますでしょう
か。例年よりちょっと遅れ気味ですが、重い頭を垂らして大きな花がたくさん咲きました。皆様に愛される
大成荘と共にと、大地に根を張ってる力強さを感じます。
リンドウの花も今が盛りに咲いています。朝夕の気温も下がって、紅葉も徐々に進んで、これから山の色
が秋色に大きく変化していくのがとても楽しみです。楽しい秋になってきました。是非皆様もお出かけくだ
さいませ。　（小宮山文子）

2012年10月6日(土)　　 入門、健康ヨガ教室



暑い寒いも彼岸までのことわざ通り、猛暑続きだった夏も去ってとても過ごしやすい時を迎えました。暑さ
の中でも頑張ってくれた身体に労りと心の滋養に健康ヨガ教室を開催しました。外は雨模様になって静
かな雰囲気が一層やさしく参加された皆さんを包みました。
そしてロビーにはかわいい魔女が登場し、ハロウィーンの１０月を実感していただきたいと思います。最
終週の土曜日にはかぼちゃをカットしてみたいと思っています。（清水英昭）

2012年10月5日(金)　　 深まりゆく秋

今朝は絶好の写真日和でした。
学校寮地区を前景に、八ヶ岳連峰を撮るのに皆さんがよく出かける獅子岩まで様子を窺いに出てきまし
た。大成荘のある学校寮地区も少し秋色に変化しつつあるようです。
身近なところでは、ロビーから眺める景色も紅葉を始めています。また、ちょっと外に出てみれば、陽だま
りでメジロが１０羽あまり、マユミの実をついばみに集まっている光景に出合いました。
７日（日）には、まきば公園でヒツジの毛を刈るショーやＢＢＱが。１３日（土）・１４日(日）の２日間は八ヶ岳
南麓の最大イベント、ポール・ラッシュ祭～八ヶ岳カンティフェア～が盛大に行われます。秋の清里高原
を満喫してください。（小宮山文子）

2012年10月2日(火)　　 紅葉が始まりました。

17号台風は勢力が大きいうえに列島を縦断するコースをたどることで非常に心配されましたが、大成荘周辺には
全く被害がなくホッとしました。これから一雨ごとに気温が下がり徐々に寒くなってきます。清里は朝夕は大分冷え
るようになりましたので、木々の葉が紅葉してきました。大成荘周辺をちょっと散策すると、色々発見があり気分転
換には打って付けです。今年は特に山葡萄に実がたくさんついて、葉の色も美しく、見ごたえがあります。サルナシ
の実も付いていました。秋の花も咲いています。今日はヤマラッキョウ、良薬口に苦しの典型センブリ、リンドウ、ト
リカブトの花を見つけました。
また、大成荘館内では「第45回伸びゆく日野市写真コンクール」の入賞作品の展示も始めました。
これから深まりゆく清里の秋を楽しみに、皆様お出かけくださいませ。スタッフ一同心よりお待ち申し上げておりま
す。（小宮山文子記）



2012年11月26日(月)　　 初雪です！

既にスタッドレスタイヤに取り換えて来られるお客様もいらっしゃいますが、今朝はこの冬初めての雪と
なりました。出勤途中の歩道は真っ白になって本格的な雪の季節が間近に迫っていることを知らせてい
ます。ロビーから眺める景色も冬景色に変わり、緑の季節とはまた異なった風情を醸し出してくれます。
スキー場の降雪機もこれからフル稼働に入ってお客様を迎える準備をします。
これから大成荘のご予約をされていらっしゃるお客様は、お出かけの際にはぜひ、冬タイヤや滑り止め
のチェーンは必需品となります。安全運転で冬の大成荘をお楽しみくださいませ。（小宮山文子）

2012年11月22日(木)　　 積雪に備えて２

今週末、天気予報では天気がくずれるような予想です。これからは降れば雪を覚悟しなければなりませんので、公
用車をスタッドレスタイヤに交換しました。また、晩秋の作業として落ち葉掃きや炊飯棟周辺の木製の橋３本とテー
ブルの降雪保護対策も必要です。ペンキや防腐剤を施して来春まで長い眠りにつきますが、落ち葉をカサコソと踏
みながら歩くのはとても良いものですから、散策路には落ち葉を残していますので、散歩の際にこの季節ならでは
の風情をぜひ、お楽しみください。（小宮山文子）

2012年11月16日(金)　　 小淵沢駅にトロッコ列車が到着

11月17日・18日にトロッコ列車「風っこやまなし号」がＪＲ甲府駅ー小淵沢間を一日二往復します。このイ
ベントは「すぐそこに、秋のやまなし。」として行われます。こんな機会に是非乗車してみてはいかがで
しょうか。いつもとちょっと違った秋の風情をお楽しみくださいませ。詳細は下記のホームページでご覧く
ださい。

http://www.jreast.co.jp/hachioji/info/20121108/20121108_info01.pdf

2012年11月16日(金)　　 草地の越冬準備

朝の通勤時間には八ヶ岳の雪がくっきり白く見えるようになって、空気も冷たく、体にピーンと射すようになってきま
した。八ヶ岳高原大橋（俗称黄色い橋）からはまだ黄葉が残っているのに、八ヶ岳は真っ白く輝いていて、秋と冬が
一体となった景色です。これから本格的な冬に変わってゆきます。この時季、大成荘では来春に備えて草地の高
刈りをしています。また沢山の可愛らしい山野草に逢えるのを楽しみに作業が進みます。こんなに寒くなった中で
すが、よーく見るとノコギリソウがもう春に芽を伸ばす準備をして佇んでいました。寒い冬を耐えてまた、可愛い花を
見せてくださいね。明日は、安全のために公用車を冬タイヤに交換しようと思っています。
外はだんだん寒くなってきますが、大成荘館内は暖かくして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）



2012年11月12日(月)　　 清里の黄葉も間もなく見納めです

昨日午後からの雨は、八ケ岳に根雪となるような景色を残しました。今日は残念ながら雲が多く、八ヶ岳
の峰々の頂を望むことはできませんでした。が、定期の所用で外出する折にいつも通る高原大橋から見
る川俣川渓谷の黄葉の様子を１枚撮りました。もう、黄葉はピークを迎えていましたので間もなく、清里
の秋は終わりを告げます。これからは標高を下げて７～８００メートル辺りの紅葉が美しさを増しますので
ぜひ、お出かけいただきたいと思います。平日のお二人でのご宿泊は得々キャンペーン中でもあります
ので、特におすすめです。大成荘のご予約（お問合せ）は、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ＯＫです。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１

2012年11月11日(日)　　 日野囃子保存会の皆様のご厚意で

お囃子のみなさんに合宿でご利用いただきました。せっかくの機会でしたので、宿泊されていた皆様にも
日頃の稽古の成果を披露していただきました。会場に足を運んでいただいた皆様との交流を交えなが
ら、どこか懐かしい響きが心に沁みました。舞いを披露してくださった方の中には将来がとても楽しみな
お子さんもいらっしゃいました。これからも精進して、きっと伝統を受け継いでいってくれることでしょう。楽
しく有意義なひと時をありがとうございました。（清水英昭）

2012年11月8日(木)　　 清里湖～美味しい学校～海岸寺

昨日は立冬。清里を駆け下りた紅葉前線は、１０００㍍～８００㍍付近を美しく彩っていました。清里湖（大門ダム）
を見下ろす駐車場のモミジは青い空をバックに美しく輝いていました。美味しい学校の周りのリンゴ畑では赤く色づ
いたリンゴが見事です。また、桜の葉が赤く染まって週末には枝から舞い落ちる姿も見られそうです。美味しい学
校から海岸寺を目指す途中の紅葉もきれいでしたが、海岸寺のイチョウは昨夜の強風のためでしょう、高い枝の方
は既に散っていました。その落葉が黄色いじゅうたんとなって訪れる人を待っているような風情です。ベンチの片隅
に溜まったイチョウの葉がちょっと寂しげでしたが、ドライブがてらにあちこちの紅葉を訪ねるとても良い時季です。
里山の秋をどうぞお楽しみください。（小宮山文子）

2012年11月6日(火)　　 角度を変えて高原大橋を

いつもは橋のたもとの駐車場から眺める景色をお届けしていますが今日は、反対側の駐車場に駐車し



て立体交差の橋の上から高原大橋の方向を見た光景をお届けします。見る方向をちょっと変えてみる
と、いつもと異なる景色を見つけることが出来ます。（小宮山文子）

2012年11月2日(金)　　 八ヶ岳高原大橋からの黄葉

大陸からの寒気が南下しているそうですが、今朝は冷え込みも一段と強まり、八ケ岳の峰々にも薄っす
らと白いものものが見えて、急に色づきが良くなってきたように思われます。高原大橋のたもとの駐車場
では早くから写真を撮る方々の姿が見られました。今週末は、吐竜の滝から高原大橋までの間で美しい
黄葉が楽しめそうです。そして紅葉前線は徐々に里山に下り、長く厳しい冬を迎えます。（小宮山文子）

2012年11月1日(木)　　 津金のリンゴと海岸寺の紅葉

11月を迎えると八ケ岳南麓も晩秋の季節です。美味しい学校の周辺のリンゴ畑は美味しそうに色づいた
フジがたわわに実っていました。美味しい学校を会場に実施される恒例の「りんご祭り」は25日ころの予
定だそうです。そこからさらに標高を上げると名刹「海岸寺」がございます。ここには大きなイチョウの木
があり、落葉のときは見事な黄色いじゅうたんとなって訪れる人々を魅了します。今度の土日ではまだ
ちょっと落葉には早いかも知れませんがぜひ一度、訪ねてみることをお勧めします。山の中に海岸という
いわれを知るのも楽しいものです。写真は昨日、10月31日の撮影です。（小宮山文子）



2012年12月28日(金)　　 来年が良い年でありますように

本年も大成荘を多くの皆様にご利用いただき心から感謝申し上げます。
今年は昇竜のごとく勢い良く活気ある世相を願いましたが、困難な場面も多々ございました。年末年始、多くの皆
様が利用されたであろう中央道は、予期せぬ事故で改めて安全性の確保の困難さを示しました。来年の干支は
巳。蛇はお金の神様との云われもございます。改めて良い１年になりますようお祈りしながらお正月迎える準備を
いたしました。大成荘での年末、お正月をどうぞごゆるりとご堪能くださいませ。（小宮山文子）

2012年12月23日(日)　　 大成荘の夜を楽しく「お正月飾り」

今年も余すところ１週間あまり。１年の締めくくりのときを迎えていますが、皆様方の１年はどんな１年でし
たでしょうか？　新年を迎えるにあたって手作りの縁起物飾りを制作しました。去年も参加してくださった
お客様もいらっしゃって、大成荘で結ばれるご縁に改めて感謝を申し上げます。来年もまた次の年
も・・・、皆様とのご縁を大切に育んでまいりたいと存じます。（清水英昭）

2012年12月22日(土)　　 雪見ゆず湯

昨日は１年で最も夜が長い冬至でした。
冬至にはカボチャを食べてゆず湯に入ると風邪をひかないと云われています。今夜は１日遅れましたが
柚子湯を準備してお客様をお迎えしました。折りしも中央道笹子トンネルの災害で交通渋滞を余儀なくさ
れています。今日は、加えて積雪のために運転は大変だったことと推察します。今夜は柚子湯にゆっくり
と浸かっていただきたいと思います。そして温かい食事で明日への活力を養ってください。明日、もう一
度柚子湯にしたいと思います。（清水英昭）

2012年12月13日(木)　　 可愛い来荘者は誰？

今年は例年より早く積雪があり、ここ４～５日は１月下旬並みの寒さが続いています。地球上の気候にも
変化があり、毎年同じように対処はできませんが、急激な寒さの来訪には少々困惑しています。
ちなみに、今朝６時の大成荘の気温は－11.4℃でした。この寒さは、スキー場に福音をもたらしました。パ
ウダースノーの絶好のコンディションでスキーが楽しめます。また、こんな寒さの中でも、雪が積もった時



にはいつ訪れてくれたのかな？と、微笑ましく眺められる光景があります。最近ではウサギさんが来て、
足跡を残していってくれました。雪の上に見られる動物たちの足跡を「あれは誰のかな」と当てたり、調べ
たりはこれからの楽しみの一つです。皆様も暖かなロビーから冬景色をお楽しみくださいませ。
冬の道は、凍結路が突然現れたり除雪が行き届いていなかったりします。お越しの際はくれぐれも冬装備
を万全にして、安全運転でお越しください。スタッフ一同心からお待ち申し上げております。（小宮山文子）

2012年12月8日(土)　　 今日も雪で雪見風呂

昨夜からの粉雪が強風に巻き上げられてあちこちに深い吹き溜まりを作っていました。
12月初旬に２回も積雪を見ることはあまり記憶に有りません。
除雪をするのですが、風が強いために粉雪があちこちから舞い来たりてまた積もるを繰り返しました。ご
予約のお客様は、タイヤチェーンを取り付けて無事にご到着されました。
夕方から気温が下がると凍結します。くれぐれも安全運転でお越しくださいますようお願いします。
お風呂は雪のおかげでとても風情のある雪見風呂です。冷えたお身体をゆっくりと湯船に沈め、温めて
から調理長の心づくしのお食事をどうぞ。（清水英昭）

2012年12月6日(木)　　 大成荘積雪１０センチ

笹子トンネルの災害に遭遇された皆様に心からお見舞い申し上げます。
迂回されるのもまた、別の景色をご堪能いただけると思いますが、国道２０号をそのまま走ってみるのも
よろしいかと思います。
本未明からの雪は、この冬初めての本格的な積雪となりました。大成荘でも１０センチほどの積雪を見ま
したので、休館日ではありましたが除雪を行いました。これからは夏とは異なる風情の景色が訪れるお
客様をお迎えします。
出勤途上の道路にも除雪車が入ってはいましたが、冬用のタイヤや滑り止めのチェーンが必需品の時
季となりました。しっかりと装備をして安全運転でお越しくださいますようお願いいたします。
ご到着後は温かいお風呂とお食事で心身のお疲れを癒してくださいませ。（小宮山文子）



2013年1月26日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「もうすぐ立春、節分かざり」

春よ来い、早く来いとはいうものの、日本列島は寒波の襲来で、正午の大成荘の気温は-4.7℃の真冬日
でした。そして南西の空には青空も見え隠れしていたのに猛吹雪となり、たちまち粉雪が３～４センチ。
歩くとキュッ、キュッととても心地の良い音がしましたが、風に煽られた雪が玄関前に吹き溜まりを作って
お客様を戸惑わせていました。こんな寒い夜でしたが、あと１週間で立春を迎えますので、今夜は折り紙
で節分飾りを作りました。台紙の上には可愛い？鬼がヒイラギと鬼打ち豆に追われて逃げ惑っていまし
た。インフルエンザが流行してしていますが、風邪に負けないで頑張りましょう！（清水英昭）

2013年1月25日(金)　　 寒中のお楽しみ

寒い日が続きますが、寒いときでないと見られないものがあります。今日は午後になったら綺麗な青空
が広がりましたので、清泉寮に行ってきました。赤いリボンをつけた直径２．４ｍ、重さ８００ｋｇの氷のリー
スが飾られていました。昨年は中に果物が入っていましたが、今年は風船でした。中の空気はどんなふ
うでしょうね。可愛いリースでした。皆様もちょっと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。（小宮山文子）

2013年1月21日(月)　　 春を待つ準備

昨日は二十四節気の大寒でした。暦のとおり、清里で最低気温を記録するのもこの頃です。
小正月の伝承行事があちこちで行われましたが、この寒さを越えると立春を迎えることになります。そこ
でちょっと気が早いかも知れませんが、春を迎える準備ということで、鬼のお面、福豆や邪気払いのため
の「柊に鰯」と節分のお飾りをいたしました。その傍らではお正月飾りに使ったネコヤナギが早くも花を咲
かせてくれました。改めて植物の生命力の強さに感嘆させられます。
２月になりますと清里で恒例の「寒いほどお得フェア」が始まります。寒い日ならではの美味しさが訪れる
皆様をお待ちしています。ご期待ください！（小宮山文子）

2013年1月18日(金)　　 マイナス11.2℃、ダイヤモンドダスト

今朝はちょっと冷え込んで、寒暖計は－11.2℃を示していました。こんな寒い日の朝にはまた、別の楽し
みがあります。空気中の水蒸気が氷って朝日にキラキラと輝くダイヤモンドダストが見られます。暖かい
食堂での朝食の間のわずかな時間楽しめるだけですが、酷寒の朝ならではの光景です。スキーやスノ
ボーももちろん楽しいですが、こんな寒い清里でのもう一つの楽しみ。それは凍るシャボン玉を飛ばすこ



とです。童心にかえってどうぞお楽しみください。画像をクリックして大きくしてご覧ください。（小宮山文
子）

2013年1月14日(月)　　 珍しい道祖神祭のご紹介

中央道須玉インターからＲ１４１を大成荘に来る途中、「たかねの湯」近くの海道集落の道祖神祭は、旧
高根町教育委員会が無形民俗文化財に指定している小正月行事です。普段はあちこちでよく見かける
道祖神ですが、この日ばかりはちょっと珍しい姿に変身します。案内板には１月１４日に行われる・・・、と
記されていますが、最近では職業の多様化によってその近くの日曜日に行われているようです。昨日行
われていたお祭りの写真を送っていただきましたので、ご紹介します。案内板はクリックして拡大してご
覧ください。（清水英昭）

2013年1月13日(日)　　 大成荘の夜を楽しく「新春クラフト教室」

今年は巳年でありますので、干支のヘビに因んでちょっと楽しめる板状の細紐で「咬みつきヘビ」を作りました。出
だしが決まれば後は根気よく編み上げるだけですが、少々根気も必要で食後の手慰みになったようです。経済も
力強い復興復活が望まれる昨今、お金の神様ともいわれる巳年に期待したいと思います。（清水英昭）

2013年1月11日(金)　　 小正月繭玉団子

今日１１日は鏡開きです。皆様はどんなお汁粉をお召し上がりになりましたでしょうか？大成荘では夕食
のときに甘味としてご賞味いただく予定です。
そして、１５日は小正月です。繭玉団子を作ったり、どんど焼き行事があったりと、昔ながらの伝承行事
があちこちで行われます。大成荘では大掛かりなものはできませんので、小さな枝に団子を飾り、ミカン
を添えて繭玉団子のミニチュア版を作ってみました。今年も季節の行事を取り入れながら、大成荘での
ひと時をお楽しみいただきたいと存じます。（小宮山文子）

2013年1月5日(土)　　 キッズスクール参加者がとても楽しそうに・・・

新しい年になってもう５日目、スキー場の様子窺いに近くのサンメドウズ清里スキー場まで出かけてきま
した。今日は午後になってしまったからか、ゲレンデはすいていて快適なスキーを楽しむことができる状
況でした。大人の方々は勿論ですが、キッズスクールに参加していた小さなお子さんたちがとても楽しそ



うにしているのがとても印象的でした。大成荘にお泊りいただいて思う存分スキーをお楽しみください。ご
宿泊のお問合せ・ご予約はフリーダイヤルでお気軽にどうぞ。（清水英昭）
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１（年中無休。午前９時～午後７時。携帯・ＰＨＳからも可）

2013年1月3日(木)　　 年末年始の大成荘

明けましておめでとうございます。
新年ももう３日目となりました。皆様はお正月を如何お過ごしでしょうか？大成荘の大晦日は、某放送局恒例の歌
合戦を見ながら、来る年が平和で健康であるようにと願いを込めて鰊そばで年越ししました。元旦は快晴に恵まれ
て屋上から初日を拝み、夜は寒さをこらえながら木星を見ることができました。また、寒い外からお帰りになられた
りチェックインされたりのお客様に麹仕立ての温かな甘酒を提供して心身を温めていただきました。本年もふれ愛
を大切に、お客様が寛ぎと憩いの場であり続けられるように努めてまいります。本年もよろしくお願い申し上げま
す。（清水英昭）



2013年2月18日(月)　　 家族ふれ愛写真展

日野市内での写真展が終了しましたので、入選された方の写真をお借りして大成荘での写真展を開始
しました。大成荘の気温は－１３℃をたびたび下回っていますが、写真の中の笑顔は温かさそのもの。
今まさに写真のような光景の中におられるご家庭も、かつて子供たちを育てたころを懐かしく思い出され
るご家族もいらっしゃることと思います。愛にあふれる絆でお互いに結ばれていればきっと、世界中が平
和に過ごせることでしょう。（小宮山文子）

2013年2月8日(金)　　 桃の花は、ビニルハウスで！

山梨県峡東地方は県内でも有数の桃生産量を誇っていますが、今年も桃宴の季節を迎えました。
桃園ではなく桃宴。これはビニルハウスに咲く桃の花を愛でながらのハウスの中で行うお花見です。
一度是非、楽しんでみてください。
桃の花といえばお雛様。桃の節句を楽しみにしているみなさんもたくさんおられることと思います。このお
節句も本来は旧暦ですので桃の花が咲く季節ですが、今の暦では清里はまだまだ雪の季節です。
窓の外は山のような雪ですが、大成荘でもお雛様を飾りました。今年は、３月３日には白酒の代わりに甘
酒を用意しますのでお楽しみに。（小宮山文子）

2013年2月5日(火)　　 昨日の暖かさがうそのよう(^_^)/~~~

昨日、スキー場は、暖かいうえに雨にも見舞われて大変だったと、チェックインされたお客様から情報を
いただきました。今日は、昨日の雨が空気を洗浄したせいか、とてもきれいな青空が広がっていました。
そして放射冷却があったのか、寒いほどお得フェアの案内ボードは、－５℃・５０％ＯＦＦを示していまし
た。天気予報では今夜半あたりから雪の予報になっています。お出かけにはお車の滑り止めは必需品
です。装備を万全に、安全運転でお越しくださいませ。（小宮山文子）

2013年2月1日(金)　　 始まりました！　寒いほどお得フェア

あっ！という間に1月が終わってしまいました。３日は節分、そして４日からは暦の上では春を迎える立春
ですが・・・。八ヶ岳観光圏では今日から冬の恒例イベント「寒いほどお得フェア」が始まりました。そこで
早速、当日の気温観測地点の清里駅前に取材に赴きました。今朝は日差しも強く割合に暖かな日でした
が、駅前はマイナス２℃で３０％ＯＦＦの表示が出ていました。昨年から長野県の富士見町と原村も参加
していますので、八ヶ岳南麓を訪れる皆様にはお楽しみのエリアが拡大されましたのでぜひ、ご期待くだ



さい。（小宮山文子）
こぼれ話：取材中に信州からのテレビ取材クルーの方が見えていて、取材されてしまいました。



2013年3月21日(木)　　 青空に春が眩しい

今朝はちょっと冷え込みましたので、雲一つない真っ青な空が広がっています。
こんな時には写真もスッキリ撮れますので、外に出てみました。
ザゼンソウが見られる場所に行ってみました。今年は、ほんの数株しか見られず残念な思いをしました。
気をとりなおして清里の森へ。こちらのマンサクは満開で、小さな虫たちが朝から忙しそうに飛び回って
いました。大成荘のキャンプ場入口付近から見る景色も春の装いです。八ヶ岳の主峰赤岳は凛とそびえ
たち道の両側の歩道上に高く積まれていた雪も所どころにわずかに残るだけになりました。
清里にもようやく春の気配が色濃くなってまいりました。ぜひ、早春の清里をお楽しみくださいませ。（小
宮山文子）

2013年3月17日(日)　　 散策路の雪もほとんど解けました

今日は彼岸の入りです。暑さ寒さも彼岸までの例えのとおり暖かさを感じます。久しぶりに雪解けが進ん
だ散策路を歩いてみました。吹き溜まりができたところは未だ20～30㎝の雪が残っていましたので、浅春
の雰囲気を楽しむことができました。沢を流れる水も雪解けで多くなり、春を実感します。今年は雪が多
い割には樹木への鹿の食害が少ないように感じられましたが、本当のところは分かりません。あちこちで
鹿の群れが道路を横断している姿をよく見かけます。かわいいだけでは済まされない光景のように感じ
ているのは私だけでしょうか・・・？（清水英昭）

2013年3月16日(土)　　 春の暖かさ・・・？

日差しに春の気配が強くなってきました。今夜はとても暖かく、プラス３℃でした。
ここ１週間ばかり、パンスターズ彗星が話題に上っていますが、どんなふうに見えるのか楽しみです。大
成荘では玄関前に望遠鏡を出して木星と月を見ました。終わりごろにはオリオン大星雲も見ましたが、そ
れらしく見えるまでには少しばかり時間が必要でした。８時を回るころには北斗七星も全体の姿が見える
ようになり、しし座もクッキリと見ることができました。寒暖計は長い間マイナスの位置にいましたが、よう
やくプラス域にきて暖かさを感じます。晴れた夜には表に出て星空をお楽しみください。（清水英昭）

2013年3月5日(火)　　 里はあられ、清里は雪でした



今朝は自宅の周りがうっすらと白くなっていました。よく見るといつもの雪とは様子が違っています。２～
３ミリの丸いものがびっしり敷き詰められていました。霰（あられ）でした！こんなにきれいな状態で見られ
たのは久しぶりです。出勤してみると大成荘は５センチほどの雪におおわれていましたが、強い日差しの
おかげで退出のころにはほとんど消えていました。お布団に入るころには満天の星空でも朝の目覚めを
迎えるころには白銀の世界、というようなこともしばしばです。お越しになられる皆様、清里は急に冬に逆
もどりのこともございます。お車はもう暫くは、冬装備で安全にお越しくださいますようお願いします。（小
宮山文子）

2013年3月2日(土)　　 明日はひな祭り

新しい年になってからアッという間に３月を迎えてしまいました。明日は、新暦の桃の節句ですが外はま
だまだ雪の日が続きます。それでも日差しは春が近いことを知らせてくれます。フロントの桜の盆栽が満
開になりました。今日はお白酒にちなんで甘酒をご用意させていただきました。スキー場などで冷えた体
を温かな飲み物で癒してくださいませ。（小宮山文子）




