
2013年4月26日(金)　　 西の魔女・おばあちゃんの家が公開

映画「西の魔女が死んだ」の撮影が行われたおばあちゃんの家は清泉寮でした。キープ協会の広大な
敷地の中、ふれあいセンターの奥の森の中に静かに佇んでいます。そのおばあちゃん家が、4月2７日
（土）～5月6日（月）のゴールデンウィーク中に期間限定で屋外公開されるそうです。
何度行ってもその家の前に立つと、おばあちゃんとまいの話し声が聞こえてくるような、自然の中に溶け
込んだ生活が思い出されます。慌ただしい生活を忘れて、こんな暮らしを覗きに来てみてはいかがでしょ
うか。（資料写真は、前回公開のときのものです。）
公開は午前10時から午後4時までとなっております。（小宮山文子）

2013年4月21日(日)　　 積もりました

昨夕の雪は大したこともなかろう・・・。と思っていましたら予想に反して今朝は雪景色となりました。鯉の
ぼりと雪、日野市内に暮らしている皆様にはちょっと想像できない光景だと思いますが、清里では数年に
一度くらいは見られます。今朝、この雪もあり得ることと想定されてタイヤチェーンを準備されていたお客
様もいらっしゃいました。備えあれば・・・・、の例えどおり颯爽と帰路につかれました。お昼前には道路も
ほとんど支障なく走れそうになりましたが、改めて準備の大切さを思い知らされた朝でした。（清水英昭）

2013年4月20日(土)　　 冬の名残

昨日は花だよりになりましたが、今日は夕方に一時的ですが雪模様となりました。自動車の屋根や日陰
のところには薄っすらと雪が積もりました。平成２２年４月１７日には１５センチの積雪を記録していまし
た。ですから、ゴールデンウィークに「新緑に白い雪」も時々見せてくれる標高１４００メートルの大成荘で
す。お出かけの際には、天気予報を確認しながら、羽織るものを１枚余計にお持ちいただけたらと思いま
す。（清水英昭）

2013年4月19日(金)　　 大成荘の小さな春です

ゴールデンウィーク明けには、日野市立小学校５年生移動教室が始まりますが、その合同実地踏査が昨日から行
われています。先生方は今朝も定刻の８時３０分には今日の第１番目の所へ向かわれました。先生方をお見送りし
た後で、草地を覗いてみましたらサクラソウがかわいい芽をたくさん伸ばし始めていました。その近くの散策路脇に
はウスバサイシンが大成荘で見る最初の花としてしかっりと咲いていました。そして青空の中にはカラマツがきれ
いな黄緑色の芽を伸ばし始め、足元にも小さな花を咲かせたタチツボスミレがありました。もう暫くは寒暖の差が大



きな日が続きますが、山野草たちが春を迎えて咲き競う季節となりましたのでぜひ、二度目の春を楽しみにお越し
くださいませ。（小宮山文子）

2013年4月14日(日)　　 久しぶりに屋上での星空観望会

長い冬の間雪と氷で使用できなかった屋上も漸く安全に出られるようなりました。昨夜は雲一つ無い快
晴に恵まれましたので、久しぶりに屋上に出て天然プラネタリウムを堪能しました。西に傾いた冬の星
座、天頂に存在感を示している獅子座、誰もが良く知る北斗七星等々。そして望遠鏡で木星を観察しま
した。深夜になると夏の大三角も昇ってきますので、それを待つのもまた楽しみの一つです。
お休み前には南東の空にさそり座も昇り始めていました。（清水英昭）

2013年4月13日(土)　　 獅子岩駐車場で大成荘を探してみましょう

ここのところの気温の上昇は、清里にも春の気配を運んできました。快晴の日には南牧村の獅子岩駐車
場まで出かけて雄大な八ヶ岳や南アルプスを堪能しましょう。サンメドゥズ清里スキー場のゲレンデも春
の装いに変わりつつあります。また、学校寮地区も良く見えますので、大成荘を探してみましょう。緑が無
いのは寂しいですが、雄大な景色の中に大成荘を見つけるのには今がチャンスです！どうぞおでかけく
ださいませ。（清水英昭）

2013年4月12日(金)　　 春の光をいっぱい浴びて

今朝の天気予報では、一部、気温は冬に逆戻りのところもあるような報道がなされていましたが、昨日の
ように雪が舞うこともなく、穏やかな気持ち良い一日になりました。そこで、10日に座敷幟を飾りましたの
で今日は、外に鯉のぼりを飾ってロビーにも例年通りに武者幟と鯉のぼりを飾り、子供たちが元気に健
やかに成長することを願いました。
こどもの日には菖蒲湯を準備する計画です。どうぞお楽しみに。（小宮山文子）

2013年4月11日(木)　　 標高１１００メートル、コブシが満開です

春が急な坂道を駆け足で上ってきます。
あちこちで白いコブシの花が目立つようになりました。国道１４１から県営「丘の公園ゴルフ場」への道の



両脇にはコブシが植えられていて、白い花がよく目立って高原の雰囲気を醸しています。もう暫くすると
薄紫のフジの花が木の梢にたくさん見られるようになり、やがてツツジが咲くようになりましたら木々も初
夏の装いになります。大成荘に宿泊してゆっくりと二度目の春をお楽しみくださいませ。（小宮山文子）

2013年4月8日(月)　　 満開の桜と鯉のぼり

前日の嵐のような天気から快晴の青空へ、自然の偉大な力を感じながら、明治・大正・昭和の三代校舎を売りにし
ている須玉町津金の「おいしい学校」の桜を取材に出てみました。予想通りに満開の桜が校庭と校舎を飾って、日
本の学校の原風景を見た思いがしました。
昨日の強い風雨で道の駅の鯉のぼりは準備が順延されたかと思いましたが、地域の皆さんは頑張って、たくさん
の鯉のぼりを飾ってくれました。国道を走っていた大型トラックの運転手さんも駐車場に入って写真を撮ってすぐに
出かけて行きました。５月５日には恒例の「鯉のぼりまつり」が開催されますが、イベントの人気ナンバーワンは、親
子泥んこカヌーレース（昨年の写真参照）。今年はあなたも挑戦してみてください。ギャラリーも拍手喝采です。（小
宮山文子）

2013年4月2日(火)　　 牧草地に若い芽が伸び始めました

標高１０００メートル付近のネコヤナギが一斉に花を咲かせています。そして、標高の高い所にも徐々に
春の気配が感じられ、牧草地に緑の色が日に日に濃く感じられます。この頃になると鹿が群れを成して
牧草地に現れる光景が見られ、その傍らでは倒された松が無残な姿をさらしている、ちょっと異常な光景
に出くわします。昨夕、６時過ぎの光景です。（清水英昭）

2013年4月1日(月)　　 スキーと花見が楽しめます！！

報道機関で各地の花だよりが盛んに報道されています。
大成荘への道すがらでは中央道からの桃の花が見事です。釈迦堂ＰＡで休憩すれば、パーキングエリアの外に出
て写真も撮ることができます。
サンメドウズ清里スキー場では、７日の日曜日までスキーを楽しめます。今シーズンの締めくくりのスキーを是非、
お楽しみください。
そしてお帰りには清春芸術村でお花見をどうぞ。週末ころには満開の桜が楽しめそうです。
写真は今日のスキー場、清春芸術村で咲き始めた桜と小淵沢町神田（しんでん）の糸桜の様子です。
４月も平日には空室が十分ございます。従業員一同お越しをお待ち申し上げております。（小宮山文子）
お問合せ・ご予約は、大成荘直通フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。
年中無休・午前９時から午後７時まで。携帯からもどうぞ。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１



2013年5月28日(火)　　 いたずら好きの珍客

正午前、キャンプ場での作業が一区切りつきましたので現場写真を撮影中に突然、ファイヤー場の方か
ら見慣れない珍客が現れて何故か、私の方に向かって来るではありませんか・・・。あまり視力は良くな
いのでしょうか、すぐ目の前まで来ましたので慌ててシャッターを切りました。そういえば先日、炊飯棟で
焼きそばを食べられてしまったお客様がいらっしゃったことを思い出し、この珍客の仕業だったのかと改
めて思いました。特にキャンプで炊飯棟をお使いになられますお客様、食料は勿論のことですが、残飯
などは容器に納めてきちんと蓋をしておいてください。野生動物や野鳥がどこかで隙を狙っています。彼
らに人間の食べ物の味を覚えさせないこと、それも大事な自然保護です。（小宮山文子）
珍客は「アナグマ」さんでした。

2013年5月23日(木)　　 清里は緑が美しい！

一年中で最も過しやすい季節になりました。木々に若葉が萌え出すこの時季は、樹種によっていろいろな緑が見ら
れてとても心ウキウキさせられます。また、沢山の花も咲き始めますのでそれもまた訪れる人々を魅了して止みま
せん。ズミの花は蕾の時は濃いめのピンク、咲き始めてからはだんだん白くなり、やがて真っ白に変わってゆくの
がとても魅力的です。青い空に悠々と風に吹かれて泰然と佇む姿を見ると私も希望が湧き、力をもらえます。大成
荘周辺ではアオナシ、トウゴクミツバツツジ、ズミ、ウワミズザクラが咲き、足元にはハルリンドウが咲き始めまし
た。これから次々と可愛らしい花たちが顔を見せてくれます。また、テニスやゴルフ等々スポーツを楽しむ方にとっ
てもプレイしやすい時期ですよね。週末、二度目の春を楽しみに是非、お出かけくださいませ。従業員一同、皆様
のお越しを心から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。携帯電話からも承ります。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１

2013年5月22日(水)　　 まきば公園でちょっと一息

五月晴れの気持ちの良いお天気が続いていますね。今日初めて、ハルゼミの鳴き声を聞きました。移動
教室の児童たちも八ヶ岳のすそ野を張り切って歩いていますので、私もちょっとだけ足を延ばしてまきば
公園に行ってきました。カッコウが鳴き、小鳥が囀る中、アマチュアカメラマンの一行や家族連れで賑
わっていました。アオナシの花が咲いていました。少し出足が遅かったようで、残念ながら花はピークを
過ぎていました。それでも、大きな青い空と八ヶ岳を仰ぎ見て、子供がヤギと戯れ、本当に穏やかな気持
ちになれますね。この平和がずーっと続きますように、と願わずにはいられませんでした。皆様もぜひお
出かけしてみてはいかがでしょうか。今、新緑がとてもキレイです！（小宮山文子）

2013年5月21日(火)　　 協働炊事そしてハイキングへ



今日は夢が丘小学校の５年生をお迎えしました。炊飯棟を利用しての移動教室プログラムは記憶に無
いように思われます。みんなで協力してのポトフ作りですが、普段使っているガスと違って火を点けること
からして難しい！水の加減や調味料の加減もまた自分たちでやらなければなりません。それでも何とか
それらしく出来上がって、みんなで楽しく昼食を食べ、元気にハイキングに出かけて行きました。日野市
内では見られない物があります。自然を守ると一口に言いますが、生態系がゆがんできている現実が目
の前にあります。君たちならどうすれば良いと思いますか！？（小宮山文子）

2013年5月17日(金)　　 ハイキング日和の五月晴れ

今朝６時の気温は6.9℃、雲一つない五月晴れのハイキング日和です。平山小学校の５年生は今朝も元気に活動
を始めました。体を目覚めさせる体操もユニークなじゃんけん体操でみんな元気に体を動かしていました。そして只
今７時４５分、朝食の真っ最中です。朝食もバイキングです。しっかり食べてエネルギーを蓄えて元気にゴール地点
まで歩いてください。（清水英昭）

2013年5月16日(木)　　 疲れを吹き飛ばす楽しい夕食

一日の活動を終えて入浴を済ませると楽しみにしていたカレーバイキングの時間です。日が長くなってき
ましたので外はまだ明るいのですが、気分はもうすっかり夜。夕食のあとはこれも楽しみにしていた夜レ
クです。雨がちらついて計画されていたナイトハイクは取りやめになったようですが、多目的室からは時
に黄色い歓声も聞こえます。
しっかり眠って明日にそなえましょう。（清水英昭）

2013年5月15日(水)　　 サクラソウが咲きました。

昨日から移動教室の小学生で大成荘館内は賑やかです。それに負けずと外の湿地にサクラソウが満開
に咲きました。濃いピンクの花に綺麗なグリーンの葉っぱがとても可愛いです。山野草は比較的地味な
可憐な色の花が多いような気がしますが、サクラソウはハッキリした色で太陽の日を浴びるととても美し
いです。ほかにも足元にはクサボケの花、ホソバノアマナ、ウグイスカグラ、ワチガイソウ、ヒメイチゲ
等々が咲いています。見上げればアオナシやミヤマザクラが咲き、これからズミもあちこちで見られま
す。山々も緑が多くなってきました。とても気持ちの良い季節ですね。週末にはまだまだお部屋が空いて
おります。大型連休のような交通渋滞もないと思われます。ゆっくりと春を楽しみにいらっしゃってくださ
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）



2013年5月15日(水)　　 行ってらっしゃい。気を付けて！！

今日は、五月晴れ。青く澄みきった空の下での移動教室。到着のとき、ちょっと車酔い気味の参加者も
心地よいさわやかな空気を胸いっぱいに吸い込んで元気に出発して行きました。日野市内では絶対に
お目にかかることのない光景に出くわすことでしょう。自然を守ることのむずかしさが目の前に広がって
いるはず。牧柵の間を歩くとき、クサボケの鮮やかな朱色の花が目を惹くことでしょう。足元の悪い所もあ
ります。ハイキングですから。自然を満喫しながらいろいろなものを見、小鳥の声を聴いてください。（小
宮山文子）

2013年5月14日(火)　　 八ヶ岳の火の神ご降臨

日野市立の小学校５年生の移動教室は、既に８日の日野第八小学校から始まりましたが、残念ながら
今年も調布市の施設をお借りしてのスタートになりました。そして漸く今日から大成荘に宿泊しての活動
になりましたが、その第一陣は仲田小学校のみなさんでした。予定のコースを歩いてみんな元気に到着
しました。また今年も明るくはじけるような笑顔に接することができてとてもうれしく思います。
移動教室の夕食は特別メニューのカレーバイキング。好きなものだけを食べるのではなく、ちょっと苦手
なものも食べてみる機会にしていただきたいと思います。学校での給食と一味違った食事のあとは、楽し
みにしていたキャンプファイヤー。途中からちょっと小雨模様になりましたが、それを跳ね返すみんなの
パワーに圧倒された今夜のファイヤーでした。ゆっくり休んでまた明日も元気に活動してください。（清水
英昭）

2013年5月10日(金)　　 昨夜の日野第四小学校キャンプファイヤー

美味しかった夕食後は、楽しみにしていたキャンプファイヤーです。真っ赤に燃え上がった炎は満天の星
空まで届きそうでした。頭上に見る北斗七星は清里移動教室ならではの輝きを放っていました。
そして、お布団に入ってからも興奮が収まらなかったのではないでしょうか？いろいろな自然を体験して
元気にお帰り下さい。（小宮山文子）
写真は、ファイヤーの様子と炎が届きそうな北斗七星です。

2013年5月8日(水)　　 ５年生の移動教室が始まりました

５年生に進級して１か月、楽しみにしていたでしょう移動教室が今日から始まりました。せっかくですが今
日からの３校は、大成荘で活動していただくのには人数的に困難なために、同じ学校寮地区の調布市
八ヶ岳少年自然の家に宿泊しての活動です。好天に恵まれて牧柵の間を行くハイキングも楽しそうな様
子が学校のホームページから窺えます。大成荘での移動教室は来週１４日からになります。体調を整え
て元気に活動してください。明日も晴れだといいですね。



2013年5月5日(日)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

今日は子どもの日。心身ともに健やかに育ってほしい、と思うのはみなさん一緒だと思います。その象徴
が鯉のぼりであり、邪気を払うといわれる菖蒲を湯に浮かべて楽しむ菖蒲湯だと思います。また、各地に
はそれぞれの地に独特の飾りもあります。
今夜は、こどもの日の定番、折り紙かぶとでお楽しみいただきました。先ずは誰も経験があるでしょう新
聞紙で練習し、いろ紙へ、それから本番の作品へと３段階で進めました。始まってから１時間少々、皆さ
ん和気あいあいの雰囲気の中で作品が完成しましたので、それを手にしていただいて、はい、チーズ。
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）

2013年5月4日(土)　　 おいしい学校周辺でリンゴの花が満開

例年ゴールデンウィークの時季に白い可憐な花を咲かせるリンゴ。国道１４１から須玉歴史民俗資料館
の方へ折れて少し行くと、明治・大正・昭和の三代校舎で形成される「おいしい学校」、この周辺にはリン
ゴ畑が広がっていてさまざまな角度から風情ある景観を作り出しています。そして今まさにリンゴの白い
花が訪れる人々を迎えてくれます。リンゴの花の額縁の向こうには八ヶ岳、方向を変えると南アルプスも
望めます。往復の道すがらにちょっと寄り道してみては如何でしょう。（清水英昭）
写真は、今朝、出勤途中での寄り道風景です。

2013年5月3日(金)　　 ３日・５日は菖蒲湯です

ゴールデンウィーク後半が始まりました。訪れるお客様の車がたくさん走る光景に出くわしましたので、
保養所に携わる者としてとても嬉しく思いました。こどもの日を控えて今日と５日は特別に菖蒲湯を準備
します。菖蒲は邪気を払うと言われていて、子供たちの健やかな成長を願うのにとても相応しいと思いま
す。ゆっくりと菖蒲の香りをお楽しみくださいませ。（小宮山文子）

2013年5月2日(木)　　 富士山が世界遺産に！

日本人が、そして清里開拓の父故ポール・ラッシュ博士がこよなく愛して止まない富士山。２１年前から
世界遺産への登録を目指してきましたが、昨日からのニュースはこの登録に向けてイコモスが登録に相
応しいとの勧告を出したことがマスコミをにぎわしています。清里の地からの今朝の富士山は、白雲をた
なびかせて凛として静かに佇んでいました。これから、まきば公園にはアオナシの白い花が緑の草地に
映え、そのはるか遠くに富士山を望む、とても清々しいときを迎えます。新緑を楽しみに是非、お越しくだ



さいませ。（小宮山文子）
写真は、まきば公園大駐車場からの今朝の富士山と南アルプスです。



2013年6月25日(火)　　 天までとどけ、私の願い

この頃梅雨らしい日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
ロビー前の草地は、今年はアヤメが衰退してシダの仲間が勢いを増しています。食堂への廊下から見る
坪庭は、オカトラノオが伸びてきましたのでもう少しすると真っ白い花を咲かせると思います。
７月も近くなってきましたので、ロビーに笹竹を飾って一足早い七夕飾りをしつらえました。みなさんは七
夕にどんな願い事をするのでしょうか・・・。みなさんが健康で明るい日々をお過ごしいただけますよう
に・・・・。（小宮山文子）

2013年6月10日(月)　　 ドウダンツツジも満開

今朝の気温は２０℃。爽やかな朝に大成荘の建物の回りをグルッと一周してみたら、秋には紫がかった
濃い青色の実を付けるサワフタギと、更紗のような赤い筋のあるサラサドウダンツツジと、赤い実を付け
るワタゲカマツカの花が満開に咲いていました。二十四節気の中の今は小満という時。植物が育ち茂る
時期だそうです。梅雨入りしたのに雨が降らなくて空気が乾燥していても、ちゃんと時期になると花を咲
かせ、実を付け私たちを喜ばせてくれますね。清里から下って標高８００ｍ位の地域になると日中はかな
り暑く夏らしくなってきました。これから暑い日が続く季節。ちょっと疲れたなと思ったら、是非大成荘へ癒
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）

2013年6月7日(金)　　 花盛り「美しの森」

９日の日曜日、「美しの森」では恒例になっています第６６回つつじ祭りが開催されます。ツツジも見ごろ
を迎えつつありますが、もう少し標高の高いサンメドウズスキー場の様子を確認に足を伸ばしてみまし
た。４月上旬まではスキー場として雪に覆われていた所も、草花の絨毯に変わり、木々も深緑の美しい
色に変化していました。ゲレンデにはセンダイハギが黄色く鮮やかに咲き、リフトに乗って１０分ほどの空
中散歩では純白のズミの花が目を楽しませてくれます。頂上駅に着いたその先には、とっても可愛いコイ
ワカガミが出迎えてくれました。標高１９００メートルからの風景もリフトで来れば容易に楽しめるのが魅
力です。そして今日は美しの森の中に咲くとっても珍しい花、アオチドリを教えていただきました。いつも
の花や新しい花との出会い、そんな事がとっても嬉しい一日でした。可愛らしい花との出会いをぜひ、お
楽しみください。（小宮山文子）

2013年6月6日(木)　　 25年度 後の移動教室校のお見送り



日野市立小学校５年生の移動教室も昨夜の第一小学校の宿泊が 後でした。昨夜はレクの後で星空
観望会が計画されていたのですが生憎、その時間帯は曇ってしまいましたので満天の星空を楽しむこと
が出来なかったのは残念でした。それでも朝を迎えると気分も一新。朝の会でのラジオ体操～ミニお散
歩～朝食～部屋の片づけ～閉校式と一連の行事を終えて元気に出発して行きました。
大成荘従業員も今年度 後のお見送りになりましたので寂しさとホッとした複雑な気持ちが去来するお
見送りとなりました。今年は特別な発熱やケガもなくてとてもよい移動教室であったと思います。ありがと
うございました。（小宮山文子）

2013年6月5日(水)　　 木の上にも花が満開

八ヶ岳のビューポイントとして人気の高原大橋や東沢橋からよく八ヶ岳の写真を撮ります。この頃は深緑
がとても綺麗で爽やかな風景です。そんな森の中であちこちに白い花が咲くと、通勤途上の車の中でも
「あれは何の木？」と思いながら往復していますが、昨日はちょっと降りてシャッターを切ってみました。
下向きにしとやかに咲くエゴノキ、天に向かって元気に咲くミズキ。遠くから眺めるとよく見えない花の形
もじっくり観察すれば、なんと可愛らしいことでしょう。「私を見て見て！」と言っているようです。皆様もた
まにはゆっくりとご覧になってみてはいかがでしょう。（小宮山文子）

2013年6月4日(火)　　 ハルゼミが盛んに鳴いています。

関東甲信越地方は一週間ほど前に梅雨入り宣言されましたが、晴れの日が続いています。衣替えの時
季でもありますが、もうクールビズにされましたか。空に浮かぶ雲も高く、夏に着実に近づいてきていま
す。今朝は潤徳小学校の5年生の皆さんがハルゼミの鳴く大成荘を後に出発しました。この移動教室も
あと残すところ２校となりました。移動教室が終わる頃は、ツツジの開花時期でもありますので、美しの森
に出かけてみました。平日でも花を楽しまれるお客様で賑わっていて、それぞれに楽しげに階段を登っ
ていく姿がとても微笑ましい光景でした。レンゲツツジの蕾も膨らんで皆様のお越しをお待ちしているか
のようでした。また県営牧場には牛の放牧もされていて、「何しに来たの？」と言っているかのような牛さ
んたちが若草を食んでいます。とても癒される光景です。皆様も気持ちの良い高原に是非いらしてくださ
い。（小宮山文子）



2013年7月28日(日)　　 平山中地区青少年育成会キャンプ

昨日から青少年団体キャンプの第１陣としての活動が始まりました。
清里までは列車で移動し、駅から大成荘まで元気に歩いて来ました。早速、開村式から夕食の支度へ。ご飯を初
めて薪で炊き、野菜を切り、協働作業も順調にゆきましたが、夕刻に激しい雷雨に見舞われて屋外での夜レクも室
内レクに切り替えて元気に活動しました。そして今朝は真っ青な青空が広がる高原ならではのすがすがしい朝を迎
えました。朝食後は元気にハイキングに出かけて行きました。

2013年7月26日(金)　　 サンフラワーフェスが始まります。

毎年恒例のサンフラワーフェス２０１３が明日7月27日から8月25日まで、北杜市明野町で開催されます。そこで、ひ
まわりの開花状況の確認のため回り道をして下見をしてまいりましたので、その様子をご報告します。綺麗に咲い
たひまわりが見事に一面に広がっていて、すでに観光客の皆様もかなりお見えでした。大きなひまわりの花60万本
が順番に咲いていくのはきっと見ごたえがあり、それを見ているだけで「暑さもなんのその」元気をもらえます。そし
て今年の花模様は「ハート」でした。8月中旬くらいに見られるのでしょうか・・・。　楽しみです。ひまわりのほかに
も、枝豆取りやブルーベリー狩りを体験できたり、ブルーベリーのソフトクリームやジュースなどのお楽しみがありま
す。また、大成荘周辺ではあちこちでヤマジサイやノリウツギの白い花が咲いております。これから次から次へと夏
の花が咲き楽しみがいっぱいです。是非皆様も花たちに会いにいらしてくださいませ。（小宮山文子）

2013年7月22日(月)　　 山野草の盛衰

食堂通路脇の坪庭でオカトラノオが満開をを迎えています。暫くの間はこの花とナツツバキの白い花とが
食堂への行き帰りに楽しめそうです。一方、一般棟のすぐ前の草地では、昨年たくさんの花を見せてくれ
たオカトラノオが衰退し、ノコンギクの群落が勢いを増しています。ロビー前でも今年はアヤメやオオバギ
ボウシが殆ど見られずにシダの仲間が一気に増えました。何か世界中で起きていることと共通点が有
る？ような不思議な思いで草地を観察しています。（小宮山文子）

2013年7月12日(金)　　 花だよりです

大成荘の食堂への通路脇に坪庭がございますが、そこのオカトラノオが間もなく見ごろを迎えます。



ナツツバキやオオバギボウシ、ヤマホタルブクロも咲いて、清里も山野草を楽しめる時を迎えました。お越し
の際にはぜひ、ぶらりと構内を巡って涼をとりながら可愛い花達ちにお会いしてください。（小宮山文子）

2013年7月8日(月)　　 清里もようやく夏景色です

夕べは七夕でしたがみなさまのお住まいからは星空は見られましたでしょうか・・・？
大成荘の上空は雲に覆われていて見えなかったそうですが、我が家の空は遅くなってから雲が切れ始めましたの
で庭に出てみました。まだうす雲は残っていましたが、夏の大三角と天の川を見ることができました。
そして、今朝はようやく夏らしい景色が広がっていましたので、いつものように高原大橋の駐車場から北・西・南と、
山の景色を撮りましたのでお届けします。（写真をクリックすると大きくなります。小宮山文子）

2013年7月8日(月)　　 花の季節です

ヤマボウシの花が白く大きく開いています。ナツツバキも今日はたくさん花が咲きましたが明日はきっと、今日の花
は地面に落ちてしまって新しい花が咲きます。そしてノリウツギがもう少しで白い花を咲かせそうでとても楽しみで
す。一方草の花はキキョウが一生懸命に伸びようとしているときに鹿に食べられてしまってとても悲しい思いにさせ
られました。構内の散策路を歩くと新しく樹皮を剥がれた木があちこちで見られます。鹿も生き延びねばならないこ
とは分かるのですが、食害を目の当たりにすると現実の厳しさをイヤというほどに突き付けられます。（小宮山文
子）

2013年7月3日(水)　　 霧!?　それとも雲??

７月になりました。梅雨明けが待ち遠しいです。
今日はハルゼミの声は全く聞かれません。お昼の気温も16.3℃でした。
こんな日には視界を悪くする、霧なのか雲なのか・・・、考えてしまう気象状況になります。
ロビーから見る景色も、玄関先の草地に咲くシモツケを見ても、とても幻想的な風景が広がっていてこの
時季ならではの静かな佇まいを形成しています。
そして、夜には鹿と車の衝突が度々起きますので、お車の運転にはくれぐれもご注意ください。
深緑の清里をぜひ、お楽しみくださいませ。（清水英昭）
ご宿泊に関するご予約、お問い合わせ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。携帯からも承ります。
０１２０－４８９－５７１



2013年8月27日(火)　　 夏休みもあと少し

今年の夏は、島根県や東北地方、九州地方では豪雨に見舞われたり、あちらこちらでの異常気象が
ニュースで報道されました。浸水や土砂崩れなど被害に遭われた方々には心からお見舞い申し上げま
す。清里近辺は雨が少なく、例年以上に気温が高い暑い日が続き、そうした影響があるのかないの
か・・・、大成荘の山野草はなんだか元気がなく、とてもさみしい思いをしていました。が、今日、水の涸れ
たせせらぎの縁を覗いてみましたら、いつもの所にシラヒゲソウが咲いていました。時期になっていつも
のように花を咲かせてくれるのを見るとやはり、本当に嬉しいものですね。　ほかにもハンゴンソウやキ
キョウも咲いて皆様のお出迎えをしております。朝晩とても涼しく過ごしやすい季節になりました。月末に
はまだまだ空き室がございます。暑い夏の疲れを癒しにどうぞお出かけくださいませ。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）

2013年8月8日(木)　　 昨日から先生方の研修会が始まりました

昨日は、正午前に到着されたあとは昼食を済ませて開講式～キープ協会から講師を招いての野外活動
体験～キャンプファイヤーへと研修が進みました。ファイヤーのあと、雲の合間に少し星が見え始めまし
たので屋上へ上がって夕涼みを兼ねての星空観望会で疲れを癒していただきました。雲の切れ目に見
る夏の星座、何個か見えた流れ星、人工衛星、なかなか姿を見せない土星も何とか見ていただくことが
できました。今日未明の２時半ごろには西に傾いた夏の大三角を眺めて１日を終えました。（清水英昭）

2013年8月7日(水)　　 爽やかな今朝の清里

今日は久しぶりに高原らしい清々しい朝を迎えました。
ここのところぐずついた天気が続いていましたので、今朝はちょっとテンションが上がります。出勤途中の
高原大橋の駐車場からも久しぶりに八ヶ岳の山容が望めました。大成荘構内では今年は山野草の花が
とても少ないのですが、今夏初めての山野草観察機会がございました。期待していた花が少なくてご案
内するのもちょっと心苦しいものがございましたが、青空の下で外の空気を胸いっぱいに吸い込むとまた
元気が湧いてくる、そんな爽やかな今朝の清里です。（小宮山文子）

2013年8月7日(水)　　 「吐竜（どりゅう）の滝」に涼を求めて

今日はとても良い天気に恵まれましたので、久しぶりに吐竜の滝の取材に出てみました。やはり想像し



たとおりにたくさんの人で賑わっていました。一生懸命に写真をとる人、その被写体になっている人、冷
たい流れに足を浸して涼味を味わっている人と、それぞれの楽しみ方で夏の一日を満喫しているようで
した。緑も美しく、ひっそりと岩陰で咲いていたソバナの薄紫もまた一段と美しい吐竜の滝でした。（小宮
山文子）

2013年8月6日(火)　　 改めて平和の大切さを痛感

昭和２０年８月１５日の終戦まで、あの東京大空襲や沖縄の地上戦をはじめ幾多の惨劇が日本のあちこ
ちで起こりました。その中でも原爆が世界で最初に人間の頭上に投下された悲劇は語りつくせないもの
がございます。改めて平和の大切さを痛感させられますとともにこの戦争で尊い生命を落とされた多くの
皆々様に深く哀悼の意を表します。この地上から争い事がなくなり、真の平和な社会が訪れますことを切
望せずにはいられません。（小宮山文子）

2013年8月1日(木)　　 青少年育成会第２弾「一中地区」

７月最後の日は、一中地区青少年育成会の皆さんの元気な声が森の中に響き渡りました。開村式を済ませて小休
止した後は、みんなで楽しい夕食の炊爨（ｽｲｻﾝ）。協力し合って作ったカレーは、おうちで食べるのとは一味違って
とてもおいしかったです。おなかを落ち着かせたら楽しいキャンプファイヤーが始まりました。火の神様は通訳を
伴ってのご降臨でした。点火してからその火を落とすまで楽しい時間はあっという間に過ぎて心に余韻を残しなが
ら館内へ。そして静かに夜は更けてゆきました。（清水英昭）



2013年9月27日(金)　　 秋色が増す大成荘

台風２０号は、少し風が強まったかなぁ・・・、と思っているうちに列島の南海上を通り過ぎて行きました。
このため昨日・今日と爽やかな良いお天気に恵まれています。大成荘も日に日に秋色を増してきまし
た。これからしばらく写真に写る景色も華やかな雰囲気が漂うようになりますので是非、写真好きな方も
そうでない方もお出かけいただきたいと思います。平日にゆっくりとお過ごしいただいて心身に活力をみ
なぎらせてご活躍いただきたいと思います。（小宮山文子）

2013年9月25日(水)　　 秋の気配が色濃くなってきました。

朝夕はとても涼しい季節となりました。いよいよ大成荘周辺の木々も少し色づいて紅葉が始まりました。
これから徐々に山々が賑やかになるのがとても楽しみです。紫色のトリカブトの花が咲き、ツリバナやナ
ナカマドの木には赤い実が付いて、もう秋が来たなぁ、と感じながら歩いてきました。大成荘の周辺を
ちょっと散策しただけでも爽やかさ満杯になります。皆様もどうぞ心身の充電にお出かけくださいませ。
（小宮山文子）

2013年9月15日(日)　　 十五夜を前に、折り紙のかぐや姫

昨日から３連休が始まりましたが台風１８号の動きが気になります。今朝は９時ごろから１時間ほど猛烈
な勢いで雨が降りましたが、お昼前には部分的に薄く青空も見えたりして天気が激しく変化している清里
です。１９日は十五夜になります。満月の夜にお迎えが来て月に帰らなければならないかぐや姫。憂いを
秘めたかぐや姫の様子を折り紙で作ってみました。
１９日には東の空には満月、西の空には金星と土星が見えるそうです。晴れたらいいですね。（清水英
昭）

2013年9月14日(土)　　 ちょっと早いお月見飾り

小笠原諸島近海で台風18号が発生して日本を直撃するような予想がされています。今夜はキャンプ場
で野営をされるお客様もいらっしゃるので気がかりな台風の動きです。



大成荘では、週末のお客様に素朴な伝承行事を思い出していただきながら、旅のアクセントにしていた
だきたくちょっと早いお月見飾りをしてみました。
食堂の窓から見えるアオナシには実が鈴なりについて芳香を放っていますので、飾りの中に取り込んで
みました。また、調理長にはこのアオナシの実で食前酒を作ってみたら・・・・、などと提案もしてみまし
た。もしかしたら実現するかも知れません(*^_^*)　　（小宮山文子）

2013年9月9日(月)　　 重陽の節句に菊酒を召し上がれ

今日は奇数で最も大きな９が重なってとてもめでたい日とされており、このめでたい日を五節句の一つ重
陽の節句としています。折しも菊の季節でありますので、杯に菊の花びらを浮かべた菊酒の香りを楽し
む風雅な節句の日とされています。
ところで、大成荘の菊といえばノコンギクと胸を張りたいところですが、今年は建物周囲のノコンギクの大
半は野生のシカに食べられてしまいました。大切にしていたキキョウの茎も３～４回も食べられてしまって
とても残念な光景になってしまった草地です。手弁当で日野市から草地の手入れに来てくださるボラン
ティアの皆さんが見たら目を覆いたくなるような草地に変貌してしまいました。写真はお客様を待つ菊酒
の準備と去年小群落形成していたノコンギクがシカに食べられてしまった草地の様子です。（小宮山文
子）

2013年9月7日(土)　　 とても気がかりな光景

昨夕、帰宅途中で目にしたとても気がかりな光景です。まだ薄暮の時間帯でしたので写真を撮ることが
できましたが、もう少し暗くなっていて写真が撮れなかったとき、もっとたくさんの群れが牧草を食んでい
る光景を目にしたことがありました。このまま放置することは決して野生のシカのためにはならないと思
いますが、如何でしょうか？写真をクリックしてシカを数えてみてください。（清水英昭）

2013年9月6日(金)　　 山野草はシカに食べられましたが、アオナシはたわわです

９月に入り涼しさも一段とましてきました。
夏休みの間賑わっていた大成荘も静けさを取り戻しましたが、反面ちょっと寂しい感じです。
今年、構内の山野草は見るも無残にシカたちに食べられてしまいました。大事に育てていただいていま
す草地にも花はほとんど見えず、キンミズヒキの名残りや先端を食べられてしまったノコンギクが寂しげ
に咲いています。
しかし、アオナシの木には久しぶりに実がたわわに付いていてそれは見事な眺めです。もう少し熟してく
ると香りも良く、果実酒にしても良いそうですので楽しみにしています。
あと１か月もすると周辺の黄葉も一段と色づいて訪れる皆様の目を楽しませてくれることでしょう。
ご宿泊にはあちこちが混まない平日がおすすめです。お二人だけのご利用も平日には追加料金の適用
なしでご利用いただけるキャンペーンも始まりました。この機会にぜひ、ゆっくりとお過ごしくださいませ。
下記フリーダイヤルで皆様のご予約をお待ちいたしております。（小宮山文子）

お問い合わせご予約は、９時から１９時まで携帯からもＯＫ。お気軽にどうぞ。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１



2013年10月28日(月)　　 今朝の気温0.5℃

台風一過の昨日から清里はとても良いお天気に恵まれています。
出勤途上で清里紅葉の一番の名所といわれている東沢橋（通称、赤い橋）に寄ってきました。もうすでに
何台もの車が駐車場を埋めていて、あちこちで写真を撮る光景が秋の深まりを感じさせます。
これから、紅葉も徐々に標高を下げて行きながら暫く私たちの目を楽しませてくれます。どうぞお出かけく
ださい。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。（小宮山文子）

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

2013年10月26日(土)　　 明日に期待したい光景

台風２７号の影響を受けられた皆様には心からお見舞い申し上げます。
幸いにも清里の地は雨は降りましたが河川の増水も極端ではなく、強風もなく済みました。
紅葉のビューポイント「東沢橋」のたもとの駐車場には悪天候にもかかわらずたくさんのお客様がみえて
いました。ここは紅葉のピークを迎えている感じでした。
標高の低い高原大橋の辺りも徐々に黄色味を増してきていて、来週末当たりに見ごろをむかえるので
しょうか・・・？
先ずは明日の天気に期待したいと思います。きれいな青空の下で華やかな紅葉をお楽しみください。
写真は今日の東沢橋（赤い橋）と高原大橋（黄色い橋）付近の景色です。

2013年10月6日(日)　　 イベント便り（１）　２０１３フェスタまきば

まきば公園大駐車場をメイン会場に開催される恒例の秋のイベント。
飲んで・食べて・体験する。そして羊の毛刈りショーなど見て・聞いて楽しめる催しが盛りだくさん用意さ
れています。そんな様子を垣間見てきてもらいましたので、次回の参考になさってください。（清水英昭）

2013年10月6日(日)　　 イベント便り（２）　滝沢牧場祭

日野市立小学校５年生の移動教室で訪れる学校が多い「滝沢牧場」で牧場まつりが開催されました。
天気が少々気まぐれで、真っ青な空に色づき始めた木々の葉が映えたり、白い雲が広がったりする空の



下で多くの人が楽しんでいました。移動教室の時とはちょっと違って、いろいろなお店が並んでいて、そ
れを見て回って楽しそうにしたり、パフォーマンスを楽しんだり、牧場ならではのキャンバス（牧草のロー
ル）にお絵かきしたりと、皆さん思いおもいに秋の１日を楽しんでいる様子でした。（清水英昭）

2013年10月4日(金)　　 秋色に変わってきました。

朝晩随分涼しくなって秋らしい風情になってきました。スポーツの秋・読書の秋・食欲の秋と楽しみがいっ
ぱいな季節の到来ですね。空気も爽やかな過ごしやすい時期ですが、期間が短いのが寂しいですね。
台風が心配な時期でもあります。せっかく色づいたのに落ち葉となってしまってはがっかりします。楽しみ
は山の景色だけではありません。10月はあちらこちらでイベントも行われますが、中でも１９～２０日には
ポールラッシュ祭・八ヶ岳カンティーフェアはよく知られてきて、県外の方も訪れてきます。大成荘でゆっく
り・ゆったりした秋を楽しんでみてはいかがでしょうか。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）



2013年11月22日(金)　　 冬の献立のお楽しみ

12月から始まる冬メニューが先日決まりました。今回のちょっとしたお楽しみは食前酒です｡今回の食前
酒は、大成荘敷地内にありますアオナシの実と大成荘側道の山葡萄を採集して造ったものです。一つ一
つ実を摘んで造ったものですので、きっと大成荘の夜を一段と楽しくさせてくれることと思います。そして、
そんなお手伝いができれば幸いに存じます。アオナシ酒は味と香りがとても良く、山葡萄酒は赤紫色の
綺麗な色にうっとりします。是非ご一味くださいませ。写真は左から食前酒、アオナシの実、山葡萄の実
です。（実の写真はいずれも10月に撮影したものです。）

2013年11月12日(火)　　 八ヶ岳２度目の冠雪

今朝はこの冬の最低気温を記録しました。朝６時の気温は－2.2℃、屋根が霜で真っ白のまま走る自動
車がたくさん見られました。今日から３日間の施設・設備保守のための休館日をいただいていますので、
除雪機にタイヤチェーンを付けたり、公用車をスタッドレスタイヤに取り換えたりしたいと思います。お客
様もこれからは何時雪になっても良いようにお車のタイヤ交換やチェーンの携行をお願いします。（小宮
山文子）

2013年11月12日(火)　　 除雪機の冬支度

午後から時折うっすらと白いものが舞い降りてきたり晴れ間が見えたりと、天気が目まぐるしく変化しまし
た。清里の大地が白いもので覆われるのも時間の問題になってきました。雪の降る前には除雪機にタイ
ヤチェーンを付け、草地の草たちの防寒対策に刈り揃えもしなくてはなりません。これからまた暫く、多忙
な日々が続きます。（小宮山文子）

2013年11月9日(土)　　 ミニミニクリスマス

高原大橋から見る紅葉が期待された週末でしたが、生憎の曇り空で山々の景色を望めないのは残念で
した。それでも川俣渓谷両岸の色づきは、訪れる皆様の目を楽しませてくれたことと思います。昨夜は好
天に恵まれましたので、夕食前に三日月状に欠けた宵の明星（金星）を望遠鏡でご覧いただき、今夜は
松ぼっくりのミニミニクリスマス飾り作りで夕食後のひと時をお楽しみいただきました。



早いもので今年もあと５０日しか残っていません。１２月にはまた、恒例のお正月飾りを作ってみたいと思
います。お楽しみに。（清水英昭）

2013年11月8日(金)　　 山々に初冠雪

昨日7日は立冬。朝夕は大分気温が下がって少しづつ冬に近づいていくんだなという、季節になりまし
た。既に富士山は冠雪した美しい姿を見せていますが今朝、南アの甲斐駒ケ岳や八ヶ岳も初冠雪が見
られました。澄んだ青空に、雄大な渓谷が紅葉に染まり、雪帽子をかぶった八ヶ岳の景色はこの時季な
らではの光景です。今朝も何人もの方々が高原大橋でカメラを覗いてシャッターを切っていらっしゃいま
した。皆様もぜひ見にいらしてくださいませ。週末は最高の紅葉が見られそうです。（小宮山文子）

2013年11月4日(月)　　 今日の紅葉情報

３連休も今日で終わりになります。大成荘の周辺の樹木はほとんど葉を落としました。その落葉の風情
を浴室のガラス越しに楽しめるのは、この時季ならではのものです。
今週末には、高原大橋（俗称黄色い橋）辺りが最盛期を迎えそうです。そして徐々に標高を下げて行くの
でまだまだ紅葉を楽しむことができますのでぜひ、お出かけください。（清水英昭）
ご宿泊のお問い合わせ・ご予約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。携帯電話からもどうぞ。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１



2013年12月29日(日)　　 今朝の日の出

気温－11.4℃、雲一つない快晴の東の空から太陽が昇り始めるころ、厨房では朝食の料理をほぼ終え
て食堂でのセッティングに多忙を極める時間帯です。
お腹を空かせたお客様がお部屋を出入りするドアの開閉音や足音を聞きながら、防寒着を着を着こんで
万全の寒さ対策を講じて屋上に出ました。
陽が少しずつ昇ってくるのを感じながら、東の空にレンズを向けて待ちました。快晴の今朝は日の出の
写真を撮るのにちょうど良かったですが、元旦の初日の出も今朝のようだと嬉しいですね。ご期待くださ
い。(清水英昭)

2013年12月28日(土)　　 お正月を迎える準備

今年も余すところ３日になりました。清里周辺ではお正月の飾りつけは２８日か３０日に行う家庭が多いようです。
クリスマスの飾りつけからお正月の飾りつけへのどんでん返しを今日、終えました。
その中には佐藤調理長が包丁一本でお客様に楽しんでいただく干支の馬もございます。
本年も日野市民の皆様をはじめ多くの皆様のご利用を賜りましたこと、誠に有り難うございました。
来年も何卒よろしくお願い申し上げます｡(小宮山文子)

2013年12月22日(日)　　 冬至ゆず湯

今日は冬至。ゆず湯に浸かってカボチャを食べれば風邪もひかずに健康に一冬を過ごせるそうですが、
みなさんのご家庭ではどんな冬至をお過ごしでしょうか？大成荘でも昨日から体をよく温めていただこう
と「ゆず湯」を準備しました。ガラス越しには雪景色。浴室にとても良い柚子の香りが広がって、今日一日
の疲れもとれたことと思います。朝までぐっすりおやすみください。（清水英昭）

2013年12月21日(土)　　 大成荘の夜を楽しく　「クラフト教室」

先週に引き続いて縁起物のお正月飾りを作りました。今夜はご家族で参加されたお客様が１組さま。水
引の基本結びのあわじ結びをもう一度思い出していただきました。と、いうのも今夜で３回目の教室への
ご参加をいただきました関係でスムースに進めることができました。ゆず湯に浸かってゆっくりとおやす
みください。（清水英昭）

2013年12月19日(木)　　 大雪でした



お客様からこの時季ならではのお尋ね､｢道は大丈夫でしょうか･･･?｣｡冬に絶対的な大丈夫なんて有り得
ないことです。八ヶ岳の麓の標高１４００メートルの大成荘では、晴れ予報でも突然雪に見舞われること
がしばしばございます。冬のお出かけには冬用タイヤかタイヤチェ－ンは必需品です。そして、橋の通行
や道路わきに林が迫っている所の通行にはくれぐれもご用心ください。そこだけが凍結していることは珍
しくありません。くれぐれも安全運転でお越しくださいませ。（小宮山文子）

2013年12月14日(土)　　 大成荘の夜を楽しく ｢クラフト教室｣

今年も余すところ半月。クラフト教室では年末恒例のミニお正月飾り作りを行いました。今夜はグループ
でいつも来られるお客様が6名様で手もお話も一生懸命に動かしながら夕食後の楽しいひと時を過ごし
ていただきました。

2013年12月13日(金)　　 道路の凍結にご注意ください！

北杜市の今日の天気予報は全日晴天でしたが、夕方になって急に雪が降り始めてあっという間に少し
積もってしまいました。 寒波も来ているそうですので明朝の凍結が心配です。
大成荘の標高は１４００メートル。もう山岳気象といってもよい場所です。お車でお越しのお客様は､必ず
滑り止めのご準備をお願いします｡　また、暗くなりますと鹿が急に道路に飛び出したりしますので､くれぐ
れもご注意くださいますようお願いします。（小宮山文子）

2013年12月1日(日)　　 欠けた金星と天の川

昨夜は冷え込んだこと（18時で－2.3℃）と、新月に近づいていることもあってとてもきれいな星空が広が
りました。１７時から半月状に欠けた宵の明星（金星）を堪能していただきました。夕食が始まる６時前に
は西に傾き始めた夏の大三角や秋の星座もとても良く見えました。そして、食事直前には都会の地では
見られない天の川もくっきりと見えて、最後まで頑張った方々が感動していました。これからの星空観望
は寒さとの我慢比べになりますがぜひ、清里の星空をご堪能ください。（清水英昭）



2014年1月26日(日)　　 大成荘の夜を楽しく､クラフト教室

夕食後のひと時をクラフトでの手慰みで過ごしていただいています不定期開催のクラフト教室ですが、ロ
ビーの飾りつけも節分になりましたので、昨夜のクラフトもこれに合わせた作品を作っていただきました。
参加してくださったのはかわいい兄妹二人｡ご両親も加わって１時間ちょっとの間､指先に神経を集中さ
せて細かいところを作っていただきました。
今、インフルエンザやノロウイルスが猛威をふるっていますが、これらに負けないようにして春をお迎えく
ださい。(清水英昭)

2014年1月25日(土)　　 鬼は外・福は内

１月ももう下旬。今年は１月９日以来まとまった降雪がなく、通勤時等の車の運転は雪道のスリップの心
配がなく楽なのですが、やはりこの時期に雪が少ないのは少々気抜けしますね。
月が替わって２月になりますと、節分です。暦の上ではもう春を迎えることになりますね。大成荘では少し
でも節分の雰囲気を味わっていただこうと鬼のお面や柊に鰯の頭をつけた飾りつけをしました。
節分には色々な謂れがありますが、京都の鞍馬山に住んでいた鬼が人々を苦しめたので、毘沙門天が
現れ、悪魔のような鬼の目つまり、「魔目(ﾏﾒ)」をめがけて豆を投げれば「魔滅」につながるという伝説が
あるようです。そんなお話を思い浮かべながら、鬼に豆をぶつけてみてください。
次に雪が降るのはいつでしょか。今夜あたりかもしれませんね。お車の冬装備だけは厳重にお出かけく
ださいませ。(小宮山文子)

2014年1月14日(火)　　 パウダースノーで快適に

気温が下がって清里のスキー場は雪つくりも絶好調。パウダースノーに覆われたゲレンデは快適そのも
のです。そのうえリフト待ちの時間もほとんど無くて快調そのもの。ベテランはともかく、初心者のちびっこ
たちは何回もリフトに乗ってみるみる上手くなってしまいます。大成荘からは周辺に何か所もスキー場が
ございますのでぜひ、いろいろなコースをお楽しみください。写真は、昨日のサンメドウズ清里スキー場
の様子です。（小宮山文子）

2014年1月10日(金)　　 小正月を迎える準備



明日から３連休の皆様も多いことと思いますが、インフルエンザやノロウィルスが猛威をふるっているよう
ですので、健康管理には十分ご注意いただきたいと思います。
今日は日中の気温が氷点下の真冬日のうえに時折強風が吹き荒れて､降り積もっていた粉雪が舞い上
がって行く光景に身も心も一層寒く感じられました。新しいカレンダーになってからもう１０日になりまし
た。もうすぐ小正月です。大成荘でもかつてたくさん見られた繭玉団子を飾って、お客様をお迎えする準
備を整えました。スキー場のゲレンデコンディションも 高の状態でお客様をお迎えしています。平日は
スキー場も空いていますので是非お出かけくださいませ。（小宮山文子）

2014年1月9日(木)　　 積雪30センチ弱

お正月も終わってしめ飾りが外され、仕事が始まってもう３日経ちました。皆様はどんなお正月を過ごされましたで
しょうか？清里は昨日まで降雪もなく気温もやや高めで過ごしやすいお正月でした。
北からの寒気団が南下しているとのことで、昨夕からの積雪は今朝、もう少しで３０センチになるところでした。お昼
ごろには青空も見える冬ばれ特有の景色が楽しめました。
構内の雪かきを終えてから地域の防災の要の一つ、消火栓周囲の除雪も行って万が一に備えることを地域で行っ
ています。主要な道路は除雪したり融雪剤を散布しますが、枝道や日陰の所は凍結している所が多々ございま
す。お車の冬支度を整えて安全運転でお出かけくださいませ。（小宮山文子）

2014年1月1日(水)　　 初日の出

あけましておめでとうございます

気温－1.5℃､この時季としては暖かな元旦を迎えました。しかし、風がとても強くて体感的にはやはり厳
しい新年の始まりとなりました。寒風に背を丸くして耐えながら日の出を待ちました。屋上から見る日の
出は近くに小さな雲があって､とても絵になる光景でした。お日様が顔を出すと思わず皆さん笑顔になり、
希望の１年が始まりました。
本年も例年に増してのご利用のほどよろしくお願い申し上げます。
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。

2014年1月1日(水)　　 年越しそば



新しい年になる前の恒例行事として､１１時３０分から「年越しそば」の振る舞いを行っていますが、今年も
調理担当者が頑張って遅くまで残ﾘ､山菜そばを作りました。普段､お夜食を召し上がらないお客様でもこ
の時ばかりは別です。お代りに自由にしておりましたが､それでも皆さんちょっと遠慮がち。予定していた
ように食べていただけずに､調理長の肩が少し下がっていたように見えたのは気のせいだったのでしょう
か・・・。平成２６年もよろしくお願い申し上げます。



2014年2月19日(水)　　 記録を大幅に更新する積雪でした。

14日夕方から15日にかけて山梨県をはじめ関東地方に降った大雪については毎日､新聞やテレビ・ラジ
オのニュースで情報が流れていますが、皆様の近辺の様子はいかがでしょうか。車や電車に乗っておら
れて帰宅困難になられた方もいらっしゃるかと思います。お見舞い申し上げます。大成荘は１５日の朝は
１１５センチを超える積雪で、車もすっかり雪に埋もれてしまうほどの、白銀の世界となりました。つい先
日まで今シーズンは雪が少ないと思っていましたのに、明治27年からの記録を大きく更新した大雪に見
舞われました。それでも、国道141号線､県道､学校寮地区内はすっかり除雪され、お車で安心してお出
かけできる状態になりました。とは言っても、もちろんスノータイヤ、タイヤチェーン等の冬装備は必要で
す。こんなに雪深い大成荘はこれからもあまり体験できないと思います。この機会にぜひ、最高の雪景
色をお楽しみください。温かいお風呂とおいしい食事を準備して、スタッフ一同お待ち申し上げておりま
す。

2014年2月5日(水)　　 寒中のお楽しみ～♪

1月～2月は寒ーいさむい清里ですが、今年は例年に比べて雪の量が少なく、比較的暖かい日が続いて
いましたが､立春を迎えたととたんに寒さｶﾞ戻り、今朝は３～４センチの積雪がありました。お蔭でと言っ
ていいのかわかりませんが、清里駅の今朝10時の気温は-9.4℃。2月1日から始まった「寒いほどお得
フェア」も今日は５０パーセントＯＦＦとなりました。春まではまだまだ手が届きませんが、3月3日の桃の節
句に備えてお雛様を飾り、皆様のお越しを心からお待ちいたしております。外はまだまだ寒い日がつづき
ますが、精いっぱい温かいオモテナシでお迎えいたしたいと存じます。平日にはまだまだ空き室がござい
ます。清里の冬を楽しみに是非お出かけくださいませ。スタッフ一同心から皆様のお越しをお待ち申し上
げております。(小宮山文子）

お問い合わせ・ご予約は下記フリーダイヤルからお気軽にどうぞ。
年中無休・午前９時から午後７時まで。携帯からも可。
０１２０－４８９－５７１

2014年2月2日(日)　　 寒さに負けず雪に戯れる

都心に近いところでは雪が見られることも少なく、雪遊びの経験もほとんどできないと思います。今回初
めて利用していただきましたマザーツリー自然学校の皆さんは、昨日の午後からキャンプ場で雪遊びに
興じていました。冬はどうしても屋内での活動に偏りがちですが、インフルエンザの流行をものともせず
に雪と戯れている光景を見るとこちらも元気をもらえたような気になります。いろいろな体験をしながら元
気に成長してしてほしいと思います。

2014年2月1日(土)　　 恒例「寒いほどお得フェア」が始まりました



清里から始まったこのイベントも去年からは八ヶ岳エリアにまで拡大され､お客様がちょっとウキウキする
お得な気分が味わえる催しとなっています。
これから１カ月の間、地元の人も寒暖計を気にしながらの外食やお買いものを楽しみにしています。
寒いときにはぜひ、外出してホッとな気分を味わってみてください。
その日の割引率は清里観光振興会のホーム・ページでご確認ください。（小宮山文子）
http://www.kiyosato.gr.jp/



2014年3月7日(金)　　 眩しい美しさ

5日に降った雪景色がとても綺麗でしたので、ちょっとぐるっと出かけてみました。降雪後の晴天で、青い空に真っ
白な雪が眩しくキラキラ輝いていました。今年の降雪量は例外的に多く、驚いておりますが、こんな景色が見られ
るのも清里ならではのもの。本当に得した気分になりました。寒冷地の清里は冬が長く花の咲く時期も遅くなります
ので雛祭りは4月3日に行われます。ロビー外の白い雪にお雛様も一段と艶やかに見えるのは気のせいでしょうか｡
また､大成荘でもこの雪でお客様の来荘に支障をきたさないよう､お車の駐車ｶﾞスムーズにできるよう除雪を頑張っ
ております。道路も除雪作業がされていますので、ご安心してお出かけください。それでも途中凍っていたり、まだ
まだ雪が降ることもありますので、冬装備は万全にお願いいたします。この時期にしか見られない雪景色を堪能し
に是非お出かけください｡スタッフ一同皆様のお越しをお待ちいたしております｡




