
2014年4月15日(火)　　 うっとりする美しさ

春本番｡いよいよ北杜市内も桜の開花時期を迎えました。甲府市や韮崎市ではだいぶ葉桜になってしまったそうで
すが。今日、清春芸術村に行ってきました。日本を象徴する花、桜。見事に咲いてとても綺麗でした。青い空に薄い
ピンク色の桜の花、そして近くの鯉のぼりの幟のカラカラ音。こんな時日本に生まれ、育って良かったなあと、つく
づく思います。皆様はいかがでしょうか。そして、南清里の道の駅では毎年恒例の鯉のぼりが吊るされました。爽
やかな風に吹かれ泳ぐたくさんの鯉のぼり。この景色も躍動感が湧いてきて大好きです。大成荘でも､５月端午の
節句の飾りつけをしました｡是非、皆様もこんな春を楽しみに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。

2014年4月6日(日)　　 甘草屋敷のひな祭り

春は名のみの･･･､と歌われたとおりの雪模様の一日となりました。
桃の花のつぼみももうすぐ開くようになると思いますが、甲州市塩山駅前の甘草屋敷（ｶﾝｿﾞｳﾔｼｷ）のひな祭りも18
日まで､残すところ10日余りとなりました。
あたり一面のピンクのじゅうたんとひな祭りがとても似合う時を迎えましたのでぜひ､往復の道すがらにお立ち寄り
いただきたいと思います。
大成荘でも待望の春を迎えるための準備として、繭と水引で作るお内裏様や紅梅にウグイスをあしらった壁飾りを
作ったりしました。
休館日明けにはロビーの飾りも端午の節句に模様替えして皆様のお越しをお待ち申し上げております。

2014年4月1日(火)　　 春の訪れ

今日から新年度がスタートしましたが、皆様も気分新たにお過ごしの事と思います。先月の大雪で清里
の春は遅いのかなと思っていましたが、やはり自然や太陽の力は凄いですね。時期が来てダンコウバイ
やマンサクの花が見事に咲いていました。青い空に黄色い花を眺めていると何だか希望が湧いてきま
す。今からまた､緑の葉が繁り､色んな花が咲いたりと､楽しみがいっぱいです｡またそれとは逆にサンメド
ウズ清里スキー場では大雪が活かされて4月20日迄ゲレンデの状況を見ながら営業を延期しています。
今日もたくさんの方がスキーを楽しんでいました｡どうぞ爽やかな春と残りの冬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お待ち申し上げております｡

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5月12日(月)　　 もうすぐ咲きそうなサクラソウ

大成荘の小さな湿地の一隅に、サクラソウの小さな群落があります。毎年、かわいらしいピンクの花で私
たちの目を楽しませてくれますが、今年ももうすぐ咲きそうなくらいに蕾がふくらんできました。
炊飯棟の下ですので、お越しの際にはぜひ、散歩がてらに足を延ばして見てみてください。

2014年5月9日(金)　　 日野第一小学校移動教室

昨日から日野市立の各小学校５年生の移動教室が始まりました。
今年最初の学校は､第一小学校｡午前中のハイキング､午後の釣り体験をすませてから皆さん元気に到
着されました｡夕食後のレクリエーションやお土産の購入を楽しんでいただきました。
今朝も元気に早起きして朝食を済ませ、五月晴れの空の下、牧場体験に元気に出発して行きました。

2014年5月5日(月)　　 恒例､長沢鯉のぼり祭

第２３回長沢鯉のぼり祭が開催されました。あいにくの曇り空で、途中から雨も降りだす肌寒い一日でし
たが、様子を見に行ってもらいましたら今年もたくさんの人出で賑わっていたようです。
毎年大盛況の「泥んこカヌー競争」や鯉のつかみ取りに皆さん大はしゃぎだったとのことです。
その様子の一端をご紹介します。次回はあなたも挑戦してみたらいかがでしょう。

2014年5月3日(土)　　 今夜は､しょうぶ湯です!

５日は端午の節句、こどもの日です｡
最近では都会は集合住宅にお住いの方が非常に多く、お庭に鯉のぼりを立てられるご家庭も少なくなっ
たのではないでしょうか。
また、しょうぶ湯に入るご家庭もどれほどでしょうか。銭湯や温泉施設､宿泊施設などでは菖蒲湯のとこ
ろも多いと思います。
菖蒲は古くから邪気を払うといわれ、子供たちの健やかな成長を願います。また、根を細かく刻んでお酒
に浸して飲む習慣もあるそうです。
こんな伝承を大成荘でも再現し、今夜から３夜、しょうぶ湯でおくつろぎいただきます。



2014年5月2日(金)　　 可愛い花

清里はこの冬は積雪150㎝にもおよぶ豪雪でしたが､冬の寒さや凍みまた雪の重さにも耐えて春になる
と咲く山野草がたくさんあります｡今日はアズマイチゲとヒトリシズカとワチガイソウが花を咲かせていまし
た｡何とも可憐で私の大好きな花たちです｡一年のうちでも何日かしか会えませんが､話しかけたらとても
嬉しくなります｡春の香りが漂って癒されますね｡

2014年5月1日(木)　　 花々の季節

今日は青空が広がってきて心地よい気温でしたので､清里の森にちょっと寄ってみました｡水芭蕉やトサミズキ､ア
セビにコブシの花が咲いて､ちょうど見ごろでした｡爽やかな季節がやってきましたね｡清里の森の公園では､散策を
楽しんでいる方､パークゴルフをプレーしている親子連れ､ワンちゃんとフリスビーをしている方等で賑わっていまし
た｡気持ちよさそうに楽しんでいらっしゃる姿が微笑ましい光景でした｡そして､大成荘の庭先では鯉のぼりが悠々と
泳いでおります｡皆様も是非この爽やかな5月の清里を楽しみにお出かけくださいませ｡スタッフ一同心からお待ち
申し上げております｡



2014年6月28日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

６月も余すところあと２日。今年も半年が過ぎ去ってしまいました。
去年、富士山がユネスコの世界文化遺産に登録されてからも、早１年。富士五湖周辺でもハーブフェス
ティバルが開催され、ラベンダーの香りに包まれているようです。
そこで今夜は、夕食後のひとときを旬の生ラベンダーを用いた、小さな花かごポプリ作りを試みました。
（清水英昭）

2014年6月27日(金)　　 願いよ届け！

６月もあと数日となりました。もう、半年が経ってしまいます。
今年は２月の豪雪、梅雨に入っての豪雨と、大成荘従業員にとっては週末になると天気が悪くなるようで
気持ちも萎えてしまいます。
早く好天に恵まれますようにとの思いも込めて七夕を飾り付けました。
世界の情勢を見ても悲しい出来事が多いように思われてなりませんが、山梨県民にとっては嬉しいこと
も。昨年の富士山がユネスコの世界文化遺産に登録されたのに続いて、去る１２日には南アルプスがユ
ネスコのエコパークに登録されました。
もう一つ。ＮＨＫの朝の連続テレビ小説「花子とアン」が好調のようで、清里でも甲州弁を聞くことがとても
多くなったような気がして嬉しい気分です。
あなたも、甲州弁をちょっとかじってみませんか！？（小宮山文子）

2014年6月12日(木)　　 青空が見たいです。

関東甲信越地方では例年より少し早く６月５日に梅雨入りしてから雨降りの日が多く､しかも東京方面は
豪雨がありましたが､皆様如何お過ごしでしょうか?大成荘近辺は雨降り状態が続いてはいるものの､気
温はそれほど高くないので､まだ不快な感じはしませんが…｡雨が降っていない時にちょっと散策してみ
ました｡八ヶ岳高原大橋近辺のヤマボウシやミズキﾉ白い花が咲き､山を賑わわせています｡花が咲くと存
在を教えてくれるかのようです｡林の中の日陰にひっそりと咲く山ツツジも可愛いですね｡そして､大成荘
の玄関の脇､食堂へ行く通路横に見えて､秋になると赤い実を付けるワタゲカマツカも沢山白い花が咲き
ました｡うっとうしいお天気でもちゃんと咲いて癒してくれます｡ほかにも蕾をつけて今から咲く山野草を見
つけました｡楽しみです｡(小宮山文子)

2014年6月2日(月)　　 美しの森のレンゲツツジ



６月に入った途端に気温が上がり、大成荘では今朝６時が１６℃、１１時は２６℃と夏の暑さがやって来ま
した。今度の日曜日８日には、美しの森でツツジ祭りが行われますので、様子を見に行ってみました。今
日の状況はまだ咲きそろってはいませんが、何組もの観光客の皆様が花見を楽しみながら登って行か
れました。蕾も大きく膨らんで今週末には綺麗な景色になることでしょう。蕾が赤いズミの花も可愛らしく
咲いていました。是非皆様も清里の初夏を楽しみにお出かけくださいませ。（小宮山文子）



2014年7月29日(火)　　 こんな虫見たことない！

連日の晴天に恵まれてか、炊飯棟の脇に大きなトモエソウが毎日次々と咲きます。写真を撮って事務所に戻ろうと
したその時、大きなトチの葉の上を動く不思議なものを発見。葉の上にゴミでもついているのかと指先で触れてみ
たら虫のように動くではありませんか・・・・。驚きです。こんな姿の虫、見たことありません！　それにしても不思議
な姿ですネ。
イチヤクソウも咲きました。
フロント脇のガラス越しに空を見上げると、不思議な形をした雲が青空の中を流れて行きます。
大成荘で毎日働いていても感動させられることの連続です。（小宮山文子）

2014年7月29日(火)　　 土星を見ました！

八ヶ岳に至近の大成荘は、４０日の長い夏休みの間、夕食後に星を見たくても例年せいぜい１週間から
１０日ほどしか見る機会がないのですが、今日はそのうちの１日。屋上に望遠鏡を出して土星を見まし
た。小さいながらも環もしっかり見られてラッキーでした。
時間の経過とともに闇が広がってさそり座や夏の大三角、そして天の川も見られました。
最後まで残っていた方には、アルビレオも見ていただいて今夜は終了しました。
８月には、日野市内の高校生が合宿して本格的に観測する、ペルセウス座流星群も楽しみです。晴天を
期待したいと思います。（清水英昭）

2014年7月27日(日)　　 夏休み青少年団体活動第１弾

毎夏、夏休みに入って最初の土日に活動されるのは、平山中地区青少年育成会の皆さんです。
今年も会の皆さんはもちろん、指導される小・中学校の先生方のご協力で充実した楽しいプログラムが
展開されました。メンバーの方々の手作りのおいしい食事と心配り、先生方は学校での普段の授業とは
ちょっと違う一面もあったのではないでしょうか。
参加した児童たちも同じ学校、同じ学年の友とばかりでなく一回り大きな地域・集団の中で大きく成長さ
れたのではないでしょうか。
暑さもこれからが本番でしょうから体調管理を万全にし、楽しく有意義な夏休みをお過ごしください。（清
水英昭）

2014年7月25日(金)　　 昼間もでも臆せず



これまでにも時折ご報告してまいりましたが、今日も通勤時に牧草地でシカが群れで草を食む光景を目
にしましたので１枚。人なれしてしまった昨今では、昼間でも臆することなく堂々と牧草地に現れる光景は
やはり、異状だと思わざるを得ません。
一方、食堂への廊下わきの坪庭では、オカトラノオが満開を迎えています。この花の蜜を求めてチョウも
見られ、高原ならではの光景を見せています。これからも次々と山野草が咲いて旅人の心を和ませてく
れます。足元にも気づかないような可憐な花が咲く大成荘です。（清水英昭）

2014年7月8日(火)　　 週末の台風の動きが気になります

とても大きな台風８号が沖縄県辺りを日本列島に向けてゆっくりと移動していて、危険に対処するように各報道機
関からたくさんの情報が流れています。関東甲信越地方を通過するのは、またもや週末らしいとのことです。先月
も豪雨で中央道が通行止めなったりして、交通機関が大きく乱れました。
しかしながら今日はとても良いお天気で、台風が来ていることを忘れそうなくらいです。
山野草も輝きを増しています。（小宮山文子）

2014年7月6日(日)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

梅雨の季節だからやむを得ないかも知れませんが週末、なかなか好天に恵まれません。
夕食後のひと時を何か楽しく過ごせるものを、と思っていますが昨夜も旬の生ラベンダーで小さなポプリ
を作っていただきました。参加してくださったお子様とご家族で久しぶりに会場のテーブルを囲みました。
そして、完成品を手に手に皆さんで写真撮影にご協力いただきました。
ご参加ありがとうございました。（清水英昭）

2014年7月5日(土)　　 しろ色３題

昨夜から雨が降り続いている清里です。そして時々濃い霧が発生したりして幻想的な雰囲気を醸したり
しています。
食堂の窓辺からは白いヤマボウシの花が見えます。大成荘から半径５～６キロの範囲にはウツギの白
い花（ウノハナ）やマタタビの白い葉が緑に映えて美しいときでもあります。訪れる方々をホッとさせる光
景があちこちに見られるのも、梅雨の時季の楽しみの一つです。（清水英昭）

2014年7月4日(金)　　 二人で静かに・・・



と、思っていたら全く違うことから想像されたことから付けられた名前だそうです。この時季高温多雨で草
ばかりがどんどん伸びますので、ひと夏に２～３回は草刈が必要です。その草刈をしていた折に見つけ
た白い可憐な花の名前。二人静かにと思いきや、その名前の由来は静御前とその亡霊が舞う姿に例え
たものだそうですから、短絡的な発想を改めないといけないと、反省しています。これから秋が来るまで
しばらくの間、足元に咲く可憐な山野草が楽しめる清里高原です。（清水英昭）



2014年8月19日(火)　　 キャンプファイヤーで締めくくり

標高1400メートルのキャンプは、ファイヤーで締めくくられます。開始前に雨が降り始めてとても気をもみ
ましたが、その後は持ちこたえて一つの火を囲んで心を一つにして時間は進みます。
このジュニアリーダーキャンプで培った絆は、これからの長い人生の大きな糧となることでしょう。

2014年8月17日(日)　　 小雨の中のジュニアリーダー講習会

今年も恒例のジュニアリーダー講習会が始まりました。
小雨に煙る中でリーダーさんは頑張ってテントを張って野営準備を終えました。
楽しい食事作りも順調に進んでいるように見えましたが、果たして食事コンクールの成績は・・・。
この協働作業が、これから困難に直面した時に率先して助け合える土壌を作るもとになるのでしょう！

2014年8月16日(土)　　 視界50メートル

今週の頭、10日に台風11号が列島を襲いましたがそれ以来、気持ちの良い晴天に恵まれておりませ
ん。正午の気温も25℃に達することはなく、20℃に達しない日もございました。
この時季特有のことですが、気温の低いときには濃霧でしょうか、それとも雲でしょうか？　視界が非常
に悪く、今朝の通勤途上でも５０メートルほどしかないような状態でした。お車の運転は、ライトを点けて
自分の位置を確実に相手に伝わるようにして、安全運転でお願いします。

2014年8月9日(土)　　 今日も元気です！！

昨日から公民館青年学級のみなさんでとても活気に満ち溢れている大成荘です。
７日は立秋で、暦の上では既に秋なのですが、台風の影響でしょうか今日のお昼の気温は21.6℃までし
か上がりませんでした。
なのに、なのにです！　予定していた水遊びとスイカ割を元気いっぱい行って、おいしいスイカをほお
ばっていました。公民館の学級担当者の方へもお礼の洗礼を。洗礼を受けた方もにこやかに満足そうな
笑顔が印象的でした。（清水英昭）



2014年8月7日(木)　　 出し物は、なんですか・・・・？

昨日から先生方の研修が始まりました。
フィールドワークから始まって飯盒炊爨（ﾊﾝｺﾞｳｽｲｻﾝ）、久しぶりに薪に火をつけてのご飯炊きやカレー
作りを楽しまれた様子です。食後はキャンプファイヤーの準備。トーチを作り薪を組み上げるのも研修の
一環。ファイヤーに着火し、ファイヤー係の先生のパフォーマンスをかわきりに、各班ごとの出し物が続
きました。そして夜は室内での研修。一日中研修づけの２泊３日が始まりました。（小宮山文子）

2014年8月6日(水)　　 一中地区青少年育成会

地区育成会のサマーキャンプ第２弾は、一中地区の皆さん。
今朝も元気にハイキングに出かけました。
昨日は、晴天に恵まれて楽しみにしていたキャンプファイヤーを堪能。きっと、新しい絆が生まれたことで
しょう。たくさんの希望者の方々が、施設の関係で参加できなかったと伺いました。来年のキャンプには
応募された皆さん全員が参加できるように願っております。写真は楽しかったファイヤーの様子と深夜の
星空です。もう、アンドロメダ銀河も見られる季節になりました。（小宮山文子）



2014年9月28日(日)　　 ムラサキシキブを題材に

不定期ではございますが時々、夕食後のひと時をクラフト教室でお楽しみいただいています。
今月は、野山やあちこちの家の庭先で色づき始めたムラサキシキブを題材に、玄関や机上に飾れるも
のを水引で作りました。
せっかく水引に親しんでいただきましたので、終了後に水引の基本結びの一つ、「あわじ結び」を練習し
てお開きとしました。（清水英昭）

2014年9月28日(日)　　 清里の赤い橋（東沢橋）付近も色づいてきました

清里での紅葉ビューポイントの一つ、通称赤い橋を前にして駐車場から八ヶ岳を望むのは写真愛好家
の楽しみとなっています。
最盛期には駐車するのにも一苦労するほどに、大型バスや乗用車で賑わいます。
１０月を迎えるとここを訪れるお客様も徐々に多くなります。
これからの紅葉の参考のにしていただきたく、今朝は橋の様子を窺ってまいりました。
大成荘構内でもマユミがきれいに色づいてきました。もう少しするとこの実をついばみにメジロがたくさん
集まってくることでしょう。
一方で、足元のナギナタコウジュやキキョウは鹿に食べられてしまってかわいそうなくらいです。（清水英
昭）

2014年9月26日(金)　　 １週間の紅葉の進み具合

先週１９日にも大成荘の樹木が色づき始めたことをお知らせしましたが、１週間でだいぶ色づきが進みま
した。これから気温の低下とともに日に日に色濃くなって行きますので、色の変化をお楽しみいただきた
いと思います。秋の青空と白い雲が紅葉を一層引き立ててくれることでしょう。（小宮山文子）

2014年9月19日(金)　　 大成荘の秋色はじまる

南方海上には台風１６号が発生したそうですが最近、空に雲を見る日がとても多いように思えます。
暑さ寒さも彼岸までのことわざ以上に気温が下がってきました。
大成荘の周囲でも日に日に木の葉が少しずつ色づく様子が窺えます。青空と始まった紅葉。そして凛と
引き締まった済んだ空気。いよいよ秋色を訪ねる季節になりました。



大成荘も平日を除くと空室がたくさんございますのでぜひ、ゆっくりと秋を先取りしてください。
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じまで。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１

2014年9月8日(月)　　 中秋の名月と重陽の節句

今日は中秋の名月、十五夜です。とは言っても今のところ空には厚い雲が覆っていてとても月夜にはな
りそうもない感じです。そして明日９月９日は五節句の一つ、重陽の節句です。一番大きな数字が２つ重
なってとても縁起が良いとされています。また、旧暦では菊が咲く季節なので、菊の節句とも呼ばれてお
ります。そこで、大成荘では月見と菊見を一緒に楽しんでいただこうと月見飾りの横に菊酒を用意させて
いただきました。気分だけでもごゆっくりお楽しみくださいませ。（小宮山文子）

2014年9月3日(水)　　 秋のお料理に変わりました

相変わらずのはっきりしないお天気ですが、９月になりましたのでお見えいただけるお客様には、秋の雰
囲気をお料理で感じていただきたく、昨夜から秋のお料理に変更いたしました。
これから晩秋の１１月いっぱい、秋のお料理をお楽しみいただきます。
これからの季節の景色の楽しみにはこんなものもございます。大成荘から近いまきば公園からは時々白
雲をたなびかせた富士山を見ることも。昨日は前景にホルスタインがのんびりと草を食む姿がありまし
た。（小宮山文子）

2014年9月2日(火)　　 中秋の名月観望会

今年の中秋の名月は９月８日。観望会まで１週間を切りました。
今年の夏は台風１１号の接近までは夏らしい日が続いていましたが、それ以降はとても不順な天気が続
いていて、夏が早く終わってしまったように感じさせられましたが、皆様にはどんな夏だったでしょうか？
これから本格的に秋に向かうのでしょうが暑さ寒さも彼岸までと申しますから、これからも暑さがぶり返す
と思いますので健康にはくれぐれもご注意いただきたいと思います。
せっかくの十五夜が楽しめるように好天を祈りたいと思います。
十五夜飾りに添えてたのは、ヤマブドウとサルナシです。山の幸の恵みに感謝したいと思います。（小宮
山文子）



2014年10月28日(火)　　 来年に期待を込めてお楽しみ

昨日27日から大成荘のロビー前と一般棟前の庭のお手入れに、日野から草地管理の方が来てくださり、
作業をしていただきました。毎年大成荘の草地を大事に思い、どのようにしたらよいか考えてお手入れし
てくださり、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。大成荘の草地は自然の姿を重視していますので、生
命力の強い植物が猛威を振るってきてしまいます。その為、勢いが強くなった草花を減らしてほかの花
が成長しやすくしてあげます。そして今日は、野辺山の山地から採集した種から育てて持って来てくだ
さったアサマフウロの苗を4株移植しました。もともとこの地のものでしたので、気候は合うと思われます
が、鹿の食害に遇うのが心配です。どうにか元気に育ってくださいとの思いを込めて植えました。来年の
夏がとても楽しみです。
（小宮山文子）

2014年10月19日(日)　　 たくさんの人が並んでいました

昨日から恒例のポール・ラッシュ際八ヶ岳カンティフェアが２日間の予定で始まりましたのでちょっと、取
材してきました。
気持ちの良い真っ青な青空の下で並んでいる光景を撮りました。
先ずは、会場に集まって思い思いの場所で思い思いに、絶妙な間合いで並ぶ大勢のお客様。
次に、美味しさを求めて長蛇の列を作っている人々。かなり時間がかかりそうです。
最後は、絵画コンクールで顕彰を受けるためにステージ上に並んだ児童たちです。
日本人はよく並ぶ民族だといわれていますが、こんなときでも争いもせずじっと待ち続けたり、初対面の
お隣さんとも譲り合って楽しむ姿に平和を大切にしている人々の心が表れているように思えます。
素晴らしい秋の収穫に感謝し、平和な時が永久に続くことを祈りたい思いでいっぱいです。（清水英昭）

2014年10月17日(金)　　 心地よい秋晴れです。

台風18号と19号が通過して道路には木の葉が舞っていますが、紅葉見物にはどうやら支障はなさそうで
す。大分赤や黄色に染まってきましたので、獅子岩まで行ってきました。駐車場からは八ヶ岳、南アルプ
スが一望でき壮大な絶景ポイントとなっていますので、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。今日も
紅葉した山々をカメラに収める方、飯盛山に登られる方、ドライブで立ち寄った方等々で賑わっていまし
た。この場所から学校寮地区大成荘方面を見ると夏の緑から比べて大分茶色に変わったのがお分かり
でしょうか？また眼下には清里アーリーバードゴルフクラブがあり、今日もプレーを楽しんでいる方がおら
れました。スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋清里にふさわしい季節となりました。深まりゆく秋を楽しみ
に皆様是非お出かけくださいませ。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）

2014年10月17日(金)　　 可愛らしく咲きました。



昨日朝、富士山に初冠雪があったと報道しておりましたが、生憎雲で覆われていてその姿を見られませ
んでした。今日はよく晴れましたので一枚撮影。昨年より3日早く、例年より少し遅い冠雪だそうです。紅
葉を愛でながら一方ではいよいよ雪を目にする季節へと移って行くのですね。そんな時に大成荘ではな
んと夏に咲くウメバチソウが時季外れに花を咲かせてくれました。また、秋のリンドウも咲いております。
今年の夏は花があまり見られなかったのでとても愛おしく眺めております。（小宮山文子）

2014年10月12日(日)　　 嵐の前の・・・

清里は今朝も穏やかに晴れ渡っています。木々も日に日にその色合いを鮮やかにしていますが、先週
の台風１８号と同じような経路をたどっている１９号が心配です。１３～１４日頃が最も近くを通りそうな予
報です。大きな災害にならないように祈りたいです。（清水英昭）

2014年10月10日(金)　　 晴天に恵まれて

台風19号の接近がとても気がかりですが、今日は晴天に恵まれています。そして、空には秋らしい雲が
浮かんで、紅葉も見ごろを迎えつつあります。
夏の間ご利用いただきましたテントも晴れ間を利用して手入れをします。
紅葉と青空の雲、紅葉の名所赤い橋（東沢大橋）もだんだん色づいてまいりました。
今週末には見ごろを迎えるように思われます。
折しも18日～19日はポール・ラッシュ祭八ヶ岳カンティフェアも開催されますので、好天を祈りたいです。
（小宮山文子）

2014年10月9日(木)　　 かわいいハロウィン

北杜市高根町東井出にお住いの植松延行さんは、香川県小豆島で開かれた「日本一どでカボチャ大
会」で見事３位に入賞されたそうです。そして、育てたカボチャの重さは何と３８７．２キロだったとか。
そんな大きなものの足元にはとても、とてもおよばない、大成荘ならではかわいいハロウィン飾りを今年
も飾りました。
お子様のいらっしゃるご家庭ではお菓子をたくさん準備して、ハロウィン・パーティを企画されているおう
ちもあることでしょう。
周囲の紅葉に黄色いカボチャがお似合いのころを迎えました。（小宮山文子）



2014年10月4日(土)　　 今朝の大成荘

台風１８号が列島に向かって進んで来ている影響でしょうか、明るめの雲が全天を覆っています。
キャンプ場でも落葉が始まりました。ロビーから居ながらにして紅葉が楽しめるのももう少しの間でしょう
か・・・。そのような景色の中で、所どころに濃紫のリンドウが咲いている大成荘です。
台風の動きが気になる週末ですが、明日は自転車競技「第６回グランフォンド八ヶ岳」が開催されます。
中学生以上を対象にした１０７㎞のクラスから小学生以上を対象にしたグルメコースまで３つのコースが
用意されていて、大成荘に宿泊されるお客様の中にもこのレースに参加を予定されているお客様がい
らっしゃいます。事故に遭われないように高原の秋を満喫してください。（清水英昭）

2014年10月2日(木)　　 秋も本番を迎えつつあります

１０月になりました。５０年前の新幹線開業や青空の下での東京オリンピック開会式を思い起こします。
大成荘の周りもこれからどんどん秋らしい景色に変わりますが、すでに紅葉の最盛期を迎えつつあります
北八ヶ岳白駒池の昨日の様子をお届けします。
写真は、大成荘のナナカマド、小海RE-EX付近のシラカバの黄葉、白駒池湖畔の紅葉２題です。
紅葉の名所の駐車場は、週末には紅葉狩りのお客様で混雑しますので、できれば平日にお越しくださいま
すようおすすめします。（小宮山文子）

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。携帯電話からも可。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１　



2014年11月22日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

快晴の朝を迎えると放射冷却で気温が下がります。今朝ももう少しで氷点下になるところまで下がりまし
た。空気も乾燥していよいよ風邪の季節を迎えます。皆様はもう、インフルエンザの予防接種を受けられ
ましたでしょうか・・・？
今夜は、１２月を目前にどこのお店でもすっかりクリスマスのモードになっていますので、松ぼっくりで作
るミニミニのツリー作りをお楽しみいただきました。完成した笑顔が素敵な夜でした。

2014年11月16日(日)　　 八ヶ岳には雪、自動車には霜

今朝６時の気温マイナス3.4℃。
寒さもいよいよ本格的になるころを迎え、安全を重視していらっしゃるお客様には、既にスタッドレスタイ
ヤに履き替えて来荘される方も見受けられます。
これからは路面の凍結や、時に突然の降雪も珍しくない季節です。
皆様が無事にお帰りになられることを願っておりますが、それには先ず、お車への装備が大事です。
今度の休館日には、大成荘の除雪車にもタイヤチェーンを取り付けたいと思っています。
どうぞお風邪など召しませぬよう、お元気にお過ごしくださいませ。



2014年12月28日(日)　　 クラフト教室「めでた尽くしお正月ミニ飾り」

まだ一夜飾りにならないので昨晩に続いてお正月飾りを作っていただきました。
参加していただいたのは２家族さまでしたが、昨日と同様に水引のあわじ結びには少々手こずった様子
でしたが頑張って完成させました。
基本の結びを覚えていただけると、あとはそれを発展させるだけでいろいろな作品を作ることができます
ので挑戦してみてください。
どうぞ良い年をお迎えください。（清水英昭）

2014年12月27日(土)　　 クラフト教室「めでた尽くしお正月ミニ飾り」

お正月ももうすぐです。
まだ飾りつけに間に合いますのでどこにでも飾れるものを作ることにしました。
水引で作る松竹梅に鶴亀ほかを豊年の象徴、俵に飾り付けて完成させましたが、水引はほとんど触れ
る機会がありませんので、あわじ結びに少し苦戦しましたがご家族で協力して完成させました。
来る年が良い年でありますようお祈りします。（清水英昭）

2014年12月20日(土)　　 雪の日が多くなりました

少しではありましたが今日も雪が降りました。
スキー場は先日の降雪でだいぶコンディションが良くなってきたようです。雪つくりも急ピッチで進んでい
ますのできっと、年末年始には楽しいスキーができると思います。
２２日（月）は、冬至です。
冬至には柚子湯に入り、カボチャを食べると風邪もひかずに元気に冬を過ごせるといわれていますの
で、今日から３日間は柚子湯をお楽しみいただきます。
外の雪景色を眺めながらゆっくりとお寛ぎください。

2014年12月17日(水)　　 積雪１０センチ

昨日の正午前から降り始めた粉雪は日付の変わる前には止みましたが、今朝の大成荘の積雪は１０セ
ンチ超でした。
いつもお車の冬支度をお願いいたしておりますが、雪が無い道路も所々が凍結している場合が多々ござ



いますので、お車の運転にはくれぐれもご注意をお願いします。
また、大成荘では大まかな雪掻きはいたしますが凍結部分が残ります。
転倒しないように足元に十分ご注意をお願いします。
また、屋根からの落雪も事故・ケガのもとです。お子様方の行動にもご配慮をお願いいたします。
大成荘でゆっくりお寛ぎいただいて冬の清里、ウィンタースポーツをご堪能くださいませ。（小宮山文子）

2014年12月16日(火)　　 クリスマスまで一週間

街では賑やかにクリスマスソングが流れ、昨日から年賀状の受付が始まり、いよいよ今年も年末を迎え
る時期となりました。大成荘付近では今朝からまた雪が降り始めました。降る雪を眺めながら落ち着いた
ホワイトクリスマスを過ごすのも乙なものですね。年末年始前の大成荘はまだ空き室がございます。是
非大成荘でクリスマスを楽しみにいらしてください。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）

2014年12月9日(火)　　 雪景色３題

昨日、12月8日は、日本軍がハワイ真珠湾のアメリカ軍の基地を奇襲攻撃した悲しい戦争の始まった日
でした。今日の平和な日々が永久に続くことを願って止みません。
今朝は気温が下がって大成荘の6時の記録は-2.1℃でした。空気も澄みきって雪化粧した周囲の山々が
とてもきれいにそびえています。陽当たりの悪いところには先日の雪が残ったままで、いよいよ本格的な
積雪期を迎えてしまいました。大成荘にお越しの際には、凍結路対策を十分にされて、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。（小宮山文子）

2014年12月6日(土)　　 今日は小雪がチラチラと・・・

降ったり止んだりしています。
そして日陰だったところは地面の温度が低いために薄っすらと積雪が見られます。
昨日、大成荘では一部の看板の文字を白文字に変更しました。
８年前に新設していただいた白木に黒文字の看板は時間の経過とともにとても風情ある雰囲気になりま
した。黒文字も塗料が劣化してまいりましたので趣を大事にしつつ、視認性を高める反射白色塗料に変
えました。車で日没後に国道１４１から大成荘を目指していただきますと、ライトに大成荘の白文字が浮
かび上がって見やすくなりました。
その看板の周りは今朝、雪で白くなっていました。
これからは、道路ばかりではなく道路脇の歩道や林の中にも気配りして安全に走りたいと思います。

2014年12月2日(火)　　 寒気団が南下して正午前で１．６℃



今朝は日本海で発達した低気圧の影響でしょう、冷たい風が八ヶ岳から吹き下りて来てとても寒い朝を
迎えました。
日陰の所には白いものがうっすらと見られ、土の上には霜柱が冬の訪れを告げています。
いよいよ本格的な冬がそこまで来ていることを知らされます。
既に公用車も、従業員の通勤車も危険な路面状況に備えてスタッドレスタイヤに換えています。
これからお越しいただけますお客様は、万が一の気象の急変に備えてお車の冬支度を万全にしてお越
しいただけますようお願いいたします。
２５日までは平日も週末もご利用いただける空室がございます。一足早い冬をご堪能くださいませ。
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。（小宮山文子）
年中無休。午前９時～午後７時。携帯電話からもご利用いただけます。
０１２０－４８９－５７１



2015年1月2日(金)　　 今朝の気温マイナス１０℃でした

皆様はどんな初夢をご覧になられましたか？
新しい年が夢に描いたように健やかで平和な年になれば良いと思います。
そして、首相が提唱するような経済の好循環が始まるように祈りたいものです。
清里は年が改まるころにご報告の通り、晴天の天気予報にも関わらず時ならぬ降雪で驚かされました。
昨日の初日の出が見られるか心配でしたが５時過ぎに窓越しに見る空は晴天でした。そこで身支度を整えて屋上
の雪かきに出て、無事に初日の出を拝むことができました。

2015年1月1日(木)　　 あけましておめでとうございます

２０１５年が始まりました。
皆様には良い新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨日の大晦日には恒例の年越しそばの振る舞いもさせていただき、大成荘にご宿泊の皆様お一人おひとりはにこ
やかな笑顔を振りまきながらそれぞれお部屋に引き上げて行かれました。
旧年中は本当にお世話さまになりました。
本年もどうぞ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ます。



2015年2月4日(水)　　 寒くてもお楽しみ

今日は二十四節気の中の立春。暦の上では春が始まる日ですね。とは言え、寒さも一番つらい時期でも
あります。そんな中毎年お楽しみの「寒いほどお得フェア２０１５」が2月1日から開催されました。八ヶ岳
観光圏エリアの87店舗の参画店にて、清里駅前の朝10時の気温が－5℃以下の場合は50パーセントＯ
ＦＦ、0℃～－5℃は30％ＯＦＦ、5℃～0℃は10％ＯＦＦになるというイベント。毎日気温が気になります。ち
なみに開催初日は50％ＯＦＦ。本日は30％ＯＦＦです。皆様もぜひお立ち寄りになってみてはいかがで
しょうか。

2015年2月4日(水)　　 お雛様飾りました。

館内に可愛らしいお雛様を飾りました。清里の長～い冬も気持ちは暖かく楽しくありたいです。お雛様が
見守って下さいます。外は寒くても館内を暖かくして皆様のお越しをスタッフ一同心からお待ち申し上げ
ております。

2015年2月1日(日)　　 昔ながらの節分飾りのイメージで

節分の飾りつけも地方によってさまざまだと思います。
一般的なものは、ヒイラギにイワシの頭を付けたものや、加えて乾燥した豆がらを付けるそうです。これらのものを
ザルに飾りつけて玄関の戸に取り付けて鬼の入り込むのを防ぐのだとか・・・。
そこで、昨夜は昔ながらのこのイメージをモチーフに折り紙の鬼をあしらった飾りを作りました。
お客様は元気なお子様がお二人。慣れない折り紙に一生懸命取り組んでいただきました。保護者の方も加わって
二つのミニ節分飾りを完成していただきました。
鬼は外！！　福は内！！



2015年3月23日(月)　　 ダンコウバイも咲きました

お知らせいたしておりましたように、２０日からいつものような営業が始まりました。久しぶりに館内にお
客様の声があふれて、大成荘に活気が戻りました。気温も少し春めいてきましたので、歩道に積もってい
た雪も日の当たる所はほとんど解けましたが、日陰の所にはまだまだ雪が残っています。
昨今はこの残雪が解けだして時に深夜の低温で道路が凍結していることがしばしばございますのでくれ
ぐれも運転にはご注意ください。
前回はマンサクの開花をお知らせいたしましたが、今日はダンコウバイが咲いておりました。春も一歩一
歩確実に近づいてきております。

2015年3月13日(金)　　 春がすぐそこまで来ています。

　大成荘では２月中旬から機械整備点検のため、臨時休業をさせていただいておりましたが、工事も順
調に進み３月２０日から予定通り営業を再開できる見透しでございます。この間皆様にはご不便をおか
けし、大変申し訳ありませんでした。スタッフ一同、心機一転真心込めたおもてなしで皆様をお迎えいた
したいと思いますので、今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
　大成荘周辺の路肩や森の中にはまだまだ残雪がたくさんありますが、清里の森の中ではマンサクの花
が青空に向かって気持ちよさそうに咲いていました。今年も今から色んな花が咲き、木々には葉が繁っ
て楽しませてくれることでしょう。皆様も四季折々の清里を楽しみに是非お出かけくださいませ。




