
2015年4月13日(月)　　 ４月なのに

今月に入って２度目の積雪です。大きな雪がぽたぽたと降っています。気温は６～７℃ですが、寒さを感
じます。昨日は休日でしたので、大成荘から車で３０分位の韮崎市の新府城付近に行ってまいりました。
桃の花が桜より濃いピンク色で、あたり一面を色づけていました。濃いピンクの下には菜の花の黄色と、
葉っぱの緑、遠くを見れば、少し雪が残っている八ヶ岳と富士山がそびえ立つ絶景でした。小さな駐車場
は満車、東京方面から観光バスも来ており賑わっていました。お菓子と花の露店も出ていましたので、
「花より・・・」のお団子を頂きました。綺麗な景色の中でのお味は格別でした。

2015年4月12日(日)　　 久しぶりの青空

ここ暫らくすっきりした青空を見ていませんでしたが今朝は漸く、青空が戻ってきました。標高７５０メート
ル付近で桜が見ごろを迎えていますので、ちょっと回り道をして出勤しました。
「おいしい学校」の桜が今日は満開になりそうです。そして下旬には桜に代わってリンゴが白い花を咲か
せます。そして道の駅「南清里」では鯉のぼりが元気に泳ぐことでしょう。

2015年4月9日(木)　　 ５月人形を飾りました。

桃の節句が過ぎたので、５月５日の端午の節句に向けて、大成荘の名前の由来「次代を担う青年の大
成を願う」という思いを込めて、５月人形を飾りつけました。お天気は不安定ですが、それでも春になって
来ているんだなと微妙に体感します。すっきりした青空に鯉のぼりが悠々と泳ぐ光景が目に浮かびます。

2015年4月8日(水)　　 雪の花祭り

今日はお釈迦様の誕生日を祝う花祭りです。現在、北杜市では標高７００メートルの辺りで桜が満開を迎
えつつあります。また先日もお知らせしたとおり、善光寺で秘仏が御開帳となっています。
こんなウキウキした気持ちの時ですが、今朝の大成荘は白銀の世界に戻ってしまいました。このような
状況下で、サンメドウズスキー場では今週末１１日と１２日、最後のスキーを楽しんでもらえるように計画
中との報が入りました。シーズン最後のスキーをお楽しみください。



往復の道すがら、桃の花がピンクのじゅうたんのような光景を作り出しているとの報道もございました。
中央道釈迦堂パーキングからは徒歩で外に出て、春を満喫してください。

2015年4月6日(月)　　 気持ちの良い季節になりました。

新年度が始まり、入学、進学、就職等々、心改まり躍動感あふれる時期が訪れました。今年もまた、南
清里の道の駅に子供の健やかなる成長を見守るかのように沢山の鯉のぼりが飾られました。風に吹か
れて気持ちよさそうに泳ぐ鯉のぼりの下で遊ぶ子供たちが微笑ましい光景でした。また、清里の森や大
成荘周辺では水芭蕉やザゼンソウの花が咲きはじめました。八ヶ岳の麓でこうした花に逢えるのは本当
に心が和みます。是非皆様も春を楽しみにいらしてくださいませ。

2015年4月5日(日)　　 善光寺御開帳

昨夜は期待された皆既月食でしたが、清里は生憎霧雨交じりの厚い雲が上空を覆っていました。
せっかくの機会でしたがお天気には勝てません。
一方今日から善光寺の秘仏が７年ぶりに御開帳になりました。この様子は各放送局で放映されましたの
でご覧になられた皆様も多くいらっしゃったことと思います。
長野の善光寺はもちろんですが、甲府市の甲斐善光寺もほかの善光寺と時を同じくして御開帳になりま
した。甲斐善光寺の様子を送ってもらいましたが、天気が悪く夕刻のためでしょうかちょっと寂しげな初日
の夕方でした。天気が良くなればきっと多くの善男善女でにぎわうことでしょう。知人から送られてきた夕
刻の甲斐善光寺の様子です。



2015年5月13日(水)　　 ヤマナシの花が咲きました。

大成荘からお車で５～６分で行くことができる山梨県立まきば公園にある2本のヤマナシの木に花が咲き
ました。木の下ではヤギや羊が草を食べたり遊んだりしていて、その光景を眺めている人、カメラに収め
ている人、とてもゆったりした空間でした。また、県立牧場には牛が放牧されていて、こちらも草を食した
り、走ったりのびのびと過ごしておりました。

2015年5月11日(月)　　 爽やかな五月晴れです

八ヶ岳には少し雪が残っていますが、日中は時には夏のような暑さを感じます。周辺の山々には光を浴
びた新緑のコラボレーションがとても綺麗です。その中に藤の花、ヤマブキ、ツツジ等が咲いて賑わって
きました。風に吹かれてとても気持ちよさそうです。八ヶ岳高原大橋では連休が終わった平日ですが、沢
山な方がカメラを手に散策していました。過ごしやすい季節です。皆様も是非雄大な八ヶ岳に癒されにい
らしてください。

2015年5月11日(月)　　 サクラソウが咲きました。

大成荘の湿地にサクラソウの花が咲きました。毎年一番に楽しませてくれます。今年も沢山の花が嬉し
そうに咲いています。敷地内の道端にはボケの花が咲き、可憐なスミレもあちこちに咲いています。一歩
外に出ると気分が軽やかになります。



2015年6月26日(金)　　 ささのはさーらさら

織姫様と彦星様が一年に一度逢うことができる七夕に因んで笹の葉飾りを飾りつけました。短冊に皆様
のお願い事を書いて吊るしてください。大成荘の大きな笹が皆様のお願い事を天まで届けてくれることで
しょう。お願い事が叶いますように！

2015年6月23日(火)　　 大成荘に咲く花2種

大成荘散策路内にケブカツルカコソウとギンリョウソウが咲きました。小さな可憐な花です。花を見つけ
た時はワッと喜べます。皆さんも是非そんな喜びを見つけながら散策路のお散歩をお楽しみくださいま
せ。

2015年6月23日(火)　　 サンメドウズに咲く花

清里はまだまだ涼しくて夏らしくはないのですが、ちょっと青空が見えそうでしたので出かけてみました。
サンメドウズの駐車場に着いた時には雨がポツリポツリとしてきました。残念です。写真を撮るには青空
が欲しいのですが、梅雨のこの時期仕方がないですね。麓のゲレンデにはキンポウゲ科のウマノアシガ
タが沢山咲いて、黄色い花が風に揺られて綺麗でした。フラワーリフトは運行していました。頂上ではセ
ンダイハギやヒオウギアヤメが楽しめます。お天気の良い日には是非お楽しみください。

2015年6月10日(水)　　 美しの森のレンゲツツジが満開です。

今日は朝から晴れて、雨上りの綺麗な青空が広がっていましたので、ツツジの様子を見に出かけてみま
した。観光客の方も絶え間なく訪れて来ていて、賑やかでした。レンゲツツジは鮮やかなオレンジの花を
咲かせて眩しい美しさでした。美しの森のツツジ祭りは１４日日曜日に開催されます。植樹祭やアルプホ
ルンの生演奏などのイベントもあります。また、南相木村でも同じ日にツツジ祭りが行われます。ツツジ
祭り巡りを楽しんでみてはいかがでしょうか。



2015年6月2日(火)　　 バラ祭りが始まりました。

北杜市明野町にある、花と幸せのテーマビレッジ・ハイジの村で今年もバラ祭りが開催されましたので、様子を窺
いに行ってきました。今年も見事に綺麗に咲いておりました。２３０ｍのバラの回廊は日本一長く、１，０００種類、
６，０００本ものバラが植えられているそうです。赤、ピンク、オレンジ、ブルー、白、黄色の花がたくさん咲く回廊の
中を、今日も大勢の観光客の方が見学されていました。やはり花見を楽しみにしていらっしゃったことでしょう。私は
今日はピンクの「アンジェラ」、青い「ブルームーン」、黄色の「ゴールドバニー」に心惹かれました。そして、優雅な
気分を味わわせていただきました。また６月５日から２１日はライトアップもされるそうです。皆様も是非、大成荘の
行き帰りにお立ち寄りくださいませ。



2015年7月30日(木)　　 ミニ植物観察会を始めました。

十数種類の花が咲いていますので、昨日からミニ植物観察会を始めました。昨年は開催できずに寂しい
思いでしたが、今年は今のところ少しですが、ご紹介させていただいております。リョウブの花、ノリウツ
ギの花が賑やかに咲いております。爽やかな高原の朝のひと時をどうぞご一緒にお楽しみくださいま
せ。

2015年7月24日(金)　　 オカトラノオが見事に咲きました。

台風の影響で曇り空ですが、気温は上がり今日も熱中症厳重警戒が出されております。大成荘周辺も暑い日が続
いておりますが、散策路の木陰に入って風があると涼しく過ごせます。今日はイチヤクソウとトモエソウ、キバナノ
ヤマオダマキやシシウドまたウツボグサやミヤコグサが咲いていました。　そして、食堂入口手前左側の中庭には
オカトラノオが沢山咲いてとても嬉しく眺めております。小さな花がまとまってトラの尾のような形になっています
が、一つ一つの花を見るととても可愛らしいです。今年もいよいよ花が咲き始めてまだ種類は少なめですが、また
夏休みのミニ植物観察会が開かれると良いなと思っております。

2015年7月8日(水)　　 雨の合間に

雨が降っていなかったので、学校寮地区内を散策してみました。ミヤマオダマキとバイケイソウとウツギ
の花が咲いていました。唱歌「夏は来ぬ」に卯の花が匂う垣根に…と歌われる卯の花はこのウツギの事
だそうです。雨の降った後のヒンヤリとした澄んだ空気。森林の中で深呼吸してみたら最高に癒されまし
た。

2015年7月7日(火)　　 雨降り続きですが・・・。

毎日雨が降ったり曇天だったりで、青空がなかなか見られません。気温も１６～１８℃でとても涼しい大成
荘です。空はすっきりしませんが、シモツケが鮮やかなピンクの花を咲かせています。ナツツバキやヤマ



ボウシも白い花を沢山咲かせています。また、雨降りでも大成荘のロビーから見られる景色は妙に落ち
着きがあって良いものですよ。梅雨明けはいつになるのでしょうか？待ち遠しいですね。



2015年8月12日(水)　　 ルビー色に輝く山葡萄

学校寮地区の道を元気よくハイキングを楽しんでいらっしゃる若者のグループを見かけました。そして、
ふと上を見てみると、道路わきの山葡萄の実が赤く綺麗に色づいていましたので、シャッターを切りまし
た。とても綺麗な色でまるでルビーのような輝きでした。

2015年8月11日(火)　　 夏の涼はやはりここ！

吐竜の滝に行ってみました。たくさんの方が涼を求めてやって来ていました。山の空気はやはり心地がいいです
ね。滝に向かう道すがらにはフシグロセンノウ・ミズヒキ・キンミズヒキ・ソバナ・ツリフネソウ・キツリフネソウ・イケマ
等の花が咲き、滝の脇にはオタカラコウが咲いて目を楽しませてくれました。毎年同じようにではなく、ちょっと場所
が違ったり、咲いてる本数が多かったり、少なかったり、なので会いに行くのがとても楽しみなんです。小さな花たち
をどうにか上手くカメラに収めようとしていましたら、「綺麗な花。何て名前だろう。」と声が聞こえ、少し会話をさせて
頂きましたが、自然の中で心が和むひと時でした。こんな出逢いも素敵ですね。

2015年8月4日(火)　　 太陽をいっぱい浴びて

北杜市明野サンフラワーフェス２０１５が開催されていますので、様子を窺いに出かけてみました。たくさんの観光
客の皆様が暑さにもめげずひまわり畑の周りに、中にとひまわりの花を楽しんでおられました。日本一日照時間が
長いこの地に咲く６０万本のひまわりが皆太陽に向かって顔を上げている姿は壮大な景色です。また、明野小学校
３年生がデザインと種まきをした絵文字「富士山」の畑はまだ咲いておりませんでしたが、これからが楽しみです。
そして園内、駐車場にはブルーベリーのソフトクリームやジュース、焼きトウモロコシやかき氷などの露店も並んで
います。暑い中ひまわりを鑑賞した後には格別なお味です。楽しみがいっぱいです。



2015年9月28日(月)　　 二夜つづけてのお月見

お客様の気持ちを汲み取ってもらえたような観望日和が続きました。
今夜も屋上に望遠鏡を出して今年のスーパームーンをお楽しみいただきました。
一方、星については明るい星が見えるだけで、頭上の夏の大三角、カシオペア座などが見えましたが、
西に傾いたさそり座は形を結ぶのが困難なほどに明るい夜空でした。

2015年9月27日(日)　　 中秋の名月観望会

月にムラ雲。中秋の名月はなかなかその姿を見せてくれないことが多いです。
今朝の天気予報では、北杜市辺りは曇りか所によっては小雨もありそうな予報でした。
そして予報にたがわず、夕方ころは曇り空でしたが、７時ころには煌々と輝く満月が見えましたので、夕
食後のひと時を名月観望会でお楽しみいただきました。

2015年9月25日(金)　　 秋色に変わり始めました。

大成荘食堂前のリョウブの葉が黄赤色に変わりました。学校寮周辺も徐々に秋色に変化していきます。
今月27日は中秋の名月・十五夜です。お天気が心配ですが、お月様が顔を出して下さることを願いつつ
月見飾りを施しました。「芋名月」とも呼ばれますので、サツマイモをお供えしました。月見をお楽しみくだ
さいませ。

2015年9月18日(金)　　 青空が恋しいです。

例年ですと、北杜市近辺ではそろそろ稲刈りが始まる時期ではありますが、今年はお盆過ぎからの日照
不足のため稲の発育が遅れて、稲刈りがまだ始まりません。北杜市ではうるち米と古代米を植えて４色
の稲絵を作り、只今「稲絵アートフェスティバル」が開催中です。雄大な八ヶ岳との絶景を楽しめます。国
道１４１号線沿いに旗が掲げられております。お気づきになられましたら、一寸お立ち寄りくださいませ。
９月２６日には稲刈りが実施されるそうです。

2015年9月18日(金)　　 秋迫る



このところのお天気は雨降りや曇りが多く、８月下旬から清里近辺は涼しくなっていましたが、大成荘周
辺では黄赤く色づいてきた葉をつけた木々が見られます。秋の気配が漂ってきました。今年の紅葉はい
かがなものでしょうか？また、学校寮地区内を散策するといろいろな発見がありますが、今日は沢山花
をつけたトリカブトを見つけました。秋の花探しや、紅葉これからのお楽しみです。皆様も是非秋の清里
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。

2015年9月4日(金)　　 草地を綺麗に

夏休みが終わりになる頃から台風の影響で雨降りの日が続き、大成荘近辺は少し秋の気配を感じるよう
な日があります。そんなはっきりしないお天気状況の中、森林・林業専門の方がボランティアで大成荘の
草地の管理をしてくださいました。ロビー前の庭、一般棟前の庭・散策路の湿地帯の根が強い植物を整
理していただき、すっきり綺麗になりました。来年にはたくさんの花が咲いてくれることを願いながら作業
しました。また、館内には大成荘近くのモミジの葉やクレマチスの写真を展示していただきました。大成
荘にお越しの際はどうぞご観覧くださいませ。



2015年10月25日(日)　　 二夜連続の国際宇宙ステーション

現在、国際宇宙ステーションに搭乗中の油井飛行士は、大成荘から車で２０～３０分ほどの川上村のご
出身で、星空に夢を託しながら成長されたそうです。
その油井飛行士が乗っているＩＳＳの飛行光跡が昨夜に続いて今夕食前にもとても良く見えました。
茶目っ気たっぷりに「ゆいさ～んっ！」の声も聞かれた観望会でした。

2015年10月19日(月)　　 吐竜の滝の紅葉

清里の人気スポット吐竜の滝の紅葉は如何かと見に出掛けてみました。まだまだ数日は楽しめそうでし
た。モミジは真っ赤に染まると綺麗ですが、緑と赤のコントラストもとても綺麗でした。森林浴と滝の風情
をお楽しみくださいませ。

2015年10月16日(金)　　 秋の収穫感謝祭

ポールラッシュ祭八ヶ岳カンティフェア２０１５が今週末17日～18日に清泉寮牧地で行われますので、様
子を窺ってきました。何十もの沢山のテントが張られて準備は順調に進んでいる様子です。出店数が多
いので楽しみも沢山ですね。写真は大成荘のある八ヶ岳高原ラインの天女山入口の信号を少し下った
付近の紅葉です。今からもっと赤く染まって紅葉のトンネルをくぐる様な時を迎えます。お祭りに紅葉、贅
沢なほどのレジャーですね。皆様も是非お楽しみください。

2015年10月15日(木)　　 秋色に輝いています

大成荘周辺の紅葉は大分色づいて綺麗になってきました。今日は気持ちの良い秋晴れですので、様子を見に出
掛けてみました。東沢橋・通称赤い橋と獅子岩には多くの観光客の方が見えて写真撮りに夢中でした。途中の大
門川橋のモミジも真っ赤に染まっていました。黄赤に染まった木の葉に陽が当たり輝いて見えました。これから一
週間くらい楽しめるでしょうか。紅葉の期間は短い間ですが、山が賑やかになりウキウキした気分になります。その



一方野辺山の畑地帯では、農家の方々が秋の高原野菜の収穫や、来年の野菜作りのための土壌作りに励んでい
ました。来年も美味しい野菜が収穫できますように。

2015年10月10日(土)　　 クラフト教室　ムラサキシキブ第２弾

大成荘周辺はますます秋色が近づいています。このような時季ですので、先週に引き続いてムラサキシキブの壁
掛け作りで夕食後のひと時を過ごしていただきました。熱心なあまり予定の時間を過ぎてしまいましたが、時間が
かかった分だけこだわりの仕上がりになりました。

2015年10月8日(木)　　 細やかなハロウィン飾り

１０月３１日には秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出すというお祭り“ハロウィン”に因んで大成荘でも可
愛いジャック・オー・ランタンの細やかな飾りを施しました。少しだけお楽しみくださいませ。

2015年10月7日(水)　　 秋色に変化してきました

大成荘内のニシキギやヤマボウシは葉が赤くなりました。その年毎、紅葉の見ごろ時期が違いますが、
大成荘周辺もだんだん賑やかな山の景色に変わります。過日、お手入れをしていただいたロビー前の草
地には可愛らしいリンドウの花が咲き、大きなフジアザミの花も咲きました。少しづつ変化する四季折々
の風情を楽しむことができることに感謝しております。皆様も秋の清里を味わいに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。

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

2015年10月3日(土)　　 クラフト教室　ムラサキシキブ壁掛け

９月の最後の日曜日27日は、十五夜。翌28日は十六夜（いざよい）で、スーパームーン。そして29日の立
待月と、存分に月を楽しむことができました。
今夜は、夕食後のひと時をムラサキシキブの実が色づき始めましたので、これを題材に水引で壁掛けを
作っていただきました。



2015年11月28日(土)　　 冠雪の赤岳

昨日、一昨日と山頂が見えなかった八ヶ岳がですが、今朝は冠雪して眩しいほどの峰々が見られまし
た。いつもの撮影場所のキャンプ場入口付近から見る雄大な赤岳の姿は感動ものです。
もうすぐ清里も雪景色に変わることでしょう。そして山から吹き下りて来る風はさすがに冷たく、身が縮み
ます。その寒さのおかげでしょうか？富士山も輝いて見えました。
また積雪をいつ見てもおかしくありませんので除雪機にタイヤチェーンを取り付けて、雪降りに備えまし
た。
お越しになられます時は冬の装備で、くれぐれもご安全に。

2015年11月27日(金)　　 雪、氷の世界はそこまで来ました

昨日、今日と八ヶ岳の頂は雲の中ですが、昨日の朝にかけ降った雪が牧場の近くまで白い世界を作り出していま
す。今朝もこの雪の上を吹き下りて来る風のためにとても寒い朝を迎えました。
建物の日陰の所には立派な霜柱が立っていましたし、道路の水たまりには氷が張り、冬越しの養生をしたばかり
の炊飯棟前のベンチにも氷が見られました。
公用車もスタッドレスタイヤに取り換えて雪や道路の凍結に備えました。明日は除雪機にもタイヤチェーンを取り付
けようと思います。
これから大成荘にお車でお越しになられますお客様は、冬の装備をしっかりして安全運転でお越しいただけますよ
うお願いします。

2015年11月21日(土)　　 松ぼっくりで作るミニミニクリスマスツリー

３連休の初日です。星が見られることを期待されて来られましたお客様には残念な曇り空でした。館内に
は元気一杯な子供たちの声があちこちから聞かれます。
活気あふれる大成荘になっています。
巷ではもう既にクリスマスツリーやサンタクロースの飾りが華やかな雰囲気を醸していますが、大成荘で
は食後のひと時を松ぼっくりに飾りを付けて、テーブル飾りにするようなミニミニツリー作りで夕食後をお
楽しみいただきました。

2015年11月6日(金)　　 富士山と八ヶ岳と紅葉



素晴らしく気持ちの良い秋晴れに八ヶ岳高原大橋駐車場には紅葉見物のお客様が次から次へと訪れて
来ていました。今がとても綺麗に色づいています。スポーツにレジャーにととても良い季節ですね。大成
荘周りの森の中を落ち葉を踏みながら散策するのもいいですね。秋を存分に楽しみにいらしてくださいま
せ。

2015年11月4日(水)　　 急いで冬支度を

大成荘周囲の木々はほとんど葉を落としてしまい、落ち葉のじゅうたんになっていますが、炊飯棟前のくぼ地の陽
だまりの所は少し暖かいのでしょうか、カエデの葉が赤く残っていました。
１１月を迎えてこれからは急いで冬支度をしなければなりません。
キャンプ場、炊飯棟への木橋への防腐剤塗布。炊飯棟に付属のテーブル・椅子の手入れ、そして塗料が乾いたら
シートで覆う養生作業。感慨に浸る暇もなく、しばらくは冬支度に追われる日々を過ごします。



2015年12月26日(土)　　 今年最後のクラフト教室

冬至も過ぎてだんだん昼の時間が長くなりますが、実感されるのは１月も半ばを過ぎてからになります。
皆様の今年１年はどんな１年だったでしょうか・・・。今年の漢字は「安」だったですが、これが安全・安心・
安寧の「あん」であってほしいとおもいます。
今年最後のクラフト教室は、来る年が良い１年になるように福熊手と福俵とし、それぞれを縁起物で飾っ
てみました。
大成荘では、２８日にお正月に向けての飾りつけを行います。そして大晦日には年越しそばの振る舞い
で楽しく新年を迎えていただき、元旦からは御節料理や甘酒に舌鼓を打っていただく予定です。

2015年12月20日(日)　　 ゆず湯に浸かってのんびりと

ここ数日はちょっと、寒い日が続きました。そして地元のスキー場もようやく昨日オープンにこぎ着け、
ホッと、胸をなでおろしていることでしょう。こんな夜はゆず湯に浸かってのんびりとお過ごしいただけまし
たら幸いです。
明後日は冬至です。どんどん短くなっていた昼の時間もそこから少しずつ少しずつ長くなりますが、日の
出はまだ遅くなるのだそうです。
こんな時は、日の出の写真を撮るチャンスです！
寒くて布団からは出難いですが、頑張ってみてはいかがでしょう。参考までに大成荘で見る元旦の日の
出をご紹介します。

2015年12月18日(金)　　 いよいよ明日オープン！

　寒波到来？と言うほどでもありませんが、サンメドウズ清里スキー場とシャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳が明日
１９日からオープンすることを決定したそうです。スキー場オープンを待っていた方々、これからがお楽しみですね。
思いっきり滑って転んで楽しんでください。それでも道路ではくれぐれも安全運転でお願いいたします。　昨日少し
の降雪があり今朝はグンと冷え込んだため、通勤時には道路が所々凍っていて、八ヶ岳高原大橋から大成荘まで
の間で、２台の事故車と１台の立往生車を見かけました。これから道路でのスリップはとても危険ですから、充分に
お気をつけてお越しくださいませ。

2015年12月12日(土)　　 これでしあわせを掻き集められる！？



今年もだんだん残り少なくなってきました。皆様の１年はどんな１年でございましたでしょうか？
年の瀬になりますと恒例の羽子板市や酉の市の話題が聞かれる季節です。
そこで今夜は、ミニ熊手を縁起物で飾って新年を迎える準備をしていただきました。
小さな熊手ではありますが、これで幸せを掻き集めていただきたいと思います。

2015年12月8日(火)　　 早起きすれば・・・

早朝の星空観察は天気予報と相談しながらのことですが、起きてはみたものの雲で星が見えずに徒労
に終わることもしばしばです。
が、天文雑誌に金星と細い月とが接近して見えるとのことでしたので、布団から出難いのを我慢して外に
出てみましたら、東の空に絵に描いたような光景が見えました。
もう少し近ければトルコの国旗のような姿であったでしょうに・・・と、次の機会に期待しました。

2015年12月7日(月)　　 輝く霧氷

12月に入って一段と寒くなりましたね。今朝6時の気温は－0.7℃でした。この寒さで学校寮地区の一部
の樹木に霧氷が付きました。寒いけどキラキラ真っ白な霧氷がとても綺麗で思わず笑顔になります。冬
のお楽しみが体験できました。

2015年12月2日(水)　　 クリスマス飾り

今年のカレンダーもいよいよ最後の一枚となりました。何となく気持ちも急く月ですね。今年は暖冬で雪
が沢山降るでしょうと予報で言っていましたが、さてホワイトクリスマスになりますでしょか？そんなことを
考えながらクリスマス飾りを施しました。是非大成荘で静かな落ち着いたクリスマスをお楽しみくださいま
せ。お車でお越しの際は冬装備を万全に安全運転でいらっしゃってください。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。

2015年12月2日(水)　　 大成荘で「伸びゆく日野市写真コンクール入賞作品展」開催中



毎年12月から1月に募集され「伸びゆく日野市写真コンクール」が行われていますが、今年第48回目の
入賞作品を大成荘で展示しました。いろんな場面が懐かしく、楽しく思い出されることでしょう。大成荘で
ゆっくりご覧くださいませ。



2016年1月22日(金)　　 待ち遠し立春

ずう～っと降らなかった雪も、降り始めたら連日のように降りますので、ここのところ雪掻きに追われる毎
日です。
それでも全部がぜんぶ雪が除去できるわけではありませんので、凍結している所がたくさんあります。今
頃が1年でももっとも気温が下がるときです。構内を歩かれるときにはくれぐれも転倒にご注意いただき
たいと思います。
往復の道路につきましても同様です。お車に冬の装備をしっかりし、安全運転でお越しくださいますよう
お願いします。
こういうときには春がとても待ち遠しいです。
大成荘では一足早い節分の飾りつけをして皆様のお越しをお待ち申し上げております。
丙申の今年の恵方は南南東の方角だそうです。健康で良いことがたくさんある１年を祈ります。

2016年1月21日(木)　　 青い空と白い雪

今日は暦の上では二十四節気の内の「大寒」。先日の大雪で大成荘近辺の景色もやっと冬らしくなり、
気温もグンと下がって寒い日が続いています。今朝は晴れてとても綺麗な青空でしたので、赤い橋まで
様子を窺いに出かけてきました。まきば公園も、県営牧場も一面真っ白で、太陽が当たって雪が輝いて
とても綺麗です。風も無く穏やかなので、ほほに当たる冷たい空気も心地よく感じました。

2016年1月19日(火)　　 一夜明けたら、またも雪掻き

昨日、夕方近くまでかかってきれいに除雪したのですが、一夜のうちにまたも雪に見舞われて積雪が12
～15センチになりました。昨夜の雪はパウダースノーで風に乗って地吹雪状態を作り出していました。
吹き溜まりの所は１５センチ以上になっている所も見られました。
これからもう一度、全面的な雪掻きをしなければ・・・。

2016年1月18日(月)　　 待望？？の雪？



大成荘の今季は、これまで雪らしい雪も降ることなく今日に至りました。スキーを楽しみたいお客様は、道路
が乾燥しているのは歓迎でも
ゲレンデの雪をずいぶん心配されておられましたが、昨夜からの雪は今朝には積雪が４５センチにもなりま
した。
こうなると待望だった雪も一気に、困った雪になってしまいます。スキー場にだけ降る雪は無いようです。今
朝は通勤のとき除雪が間に合わなくて、車もラッセルで出勤でしたが、大成荘を目の前にしてお腹がつかえ
て身動きできなくなりました。
頑張ってもダメなときはやっぱりダメなのです。安全第一で行動しましょう。
と、いうことで、万が一に備えて近所の消火栓も使えるように、学校寮管理人会では消火栓の除雪も心がけ
ています。
夕方には青空の中に月齢8.1の月がきれいに見えました。

2016年1月9日(土)　　 今日のサンメドウズスキー場

相変わらず晴天が続いている清里ですが、それでも少し寒くなってスキー場の今朝の気温は－７℃の案内がござ
いました。寒の入りを過ぎて漸く冬らしい気温になりましたが、雪質・雪の量を考えるともう少し寒くなってほしいとこ
ろです。
大成荘から車で１０分ほどのサンメドウズ清里スキー場の様子を窺いに行ってまいりました。
さすがに今日から３連休のお客様でゲレンデも賑わっていました。
最長１２００メートルのＡコースと、初心者向け緩斜面のＧ１コース、それと幼児向けに安全な有料のそりゲレンデも
開いていて、家族連れのお客様がたくさん来場されて楽しまれていました。
今ごろは寒中見舞いをお出しする時季です。スキー場からの写真やお便りをしたためたら如何でしょう。
大成荘も平日にはたくさん空き室がございます。
また土曜日でも突然のご都合でキャンセルされるお客様もございます。
ご宿泊ご予約は下記フリーダイヤルでご案内しておりますので、お気軽にお電話ください。お待ち申し上げておりま
す。

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

2016年1月8日(金)　　 キープ協会ファームショップが飲み込まれそうな巨大ＵＦＯ！？

所用で外出した帰り道で見かけた光景。
ちょっと想像力を膨らませるとＵＦＯに見えませんか？？



2016年1月7日(木)　　 伝承行事　小正月繭玉団子

松の内が明けますので、小正月に向けて繭玉団子飾りをを作ってみました。一年の五穀豊穣・無病息災
を願い、七難九厄を意味も込めて大きな繭玉を16個入れて飾りつけました。今年も皆様にとりまして良い
年でありますように、そしてまた、楽しく大成荘に集っていただけますように・・・と。

2016年1月4日(月)　　 明けましておめでとうございます。

2016年・平成28年を皆様良い年をお迎えのこととお喜び申し上げます。大成荘の初春はお天気に恵ま
れ、清里では珍しく雪が降らず穏やかなお正月を迎えました。富士山・八ヶ岳にも冠雪は少なく、何だか
物足りないような気もします。やはり真っ白になった凛々しい姿の赤岳が見たいものです。それでも近辺
のスキー場はオープンしています。スキーシーズン、これからのお天気が気になります。
今年もスタッフ一同精一杯おもてなしさせて頂く所存でございます。どうか皆様、本年も大成荘をご愛顧
のほどよろしくお願い申し上げます。

2016年1月1日(金)　　 希望の夜明けです

大成荘では大晦日の深夜から新年にかけて年越しそばのイベントを行い、皆さんとともに賑やかに希望
の新年を迎えてから休みました。
東の空に明けの明星が輝いている夜明け前には調理場には明かりが灯り、朝食の準備が始まりまし
た。
この時期は１年のうちでも日の出が最も遅い時期です。初日の出を見る（拝む）のには寒いことを除けば
絶好の機会ですので、日野市内でもたくさんの方々が厳かな初日の出をご覧になられたことと思いま
す。
大成荘ではちょうど日の出のころに、日が昇る所にだけ雲が出てしまいましたので、感動的なシーンとは
言い切れませんでしたが、希望の初日を少しだけ見ることができました。
そして申年生まれの女子１名を参加者全員で祝福して初日の出会を閉じて朝食へと移って行きました。
本年が皆様に良い年でありますようお祈りします。



2016年2月22日(月)　　 雨降りの後でしたが・・・

一昨日の雨の後でしたが、昨日チェックインされたお子様連れのお客様にスキー場の様子をお伺いしたところ、ま
あまあ楽しめたとのことでした。清里も今冬は暖かい日が多く、開催中の「寒いほどお得フェア」も最大の５０％引き
の気温になりにくい日が続いています。
このような気候ですので、今年は花の便りが少し早まるかも知れません。
出勤途上でロウバイの花が咲いているお家がありましたので、１枚撮らせていただきました。
出勤してから、「清里の森」のいつもの所でマンサクを撮りました。
さらに上ってサンメドウズ清里スキー場の様子を窺いに行きました。冒頭のお客様のお話の通り、気温のことを考
えるとコンディションもまあまあか・・・、と思われる状態でした。
今日から２泊３日でスキー合宿でお見えの大学生の皆様も、十分に滑り込むことができそうです。

2016年2月8日(月)　　 清泉寮冬の風物詩「巨大アイスリース」

清泉寮では清里の冬の寒さの象徴として毎年、玄関前に巨大なアイスリースを飾っていますので、その
取材に出てみました。
夏の間、ソフトクリームを求めるお客様であんなに賑わっていた清泉寮も今日は、平日のせいもあったで
しょうがお客様はほとんど見当たらず、広い牧草地は真っ白な雪に覆われて静かな佇まいになっていま
した。
童心にかえってこの雪原を思いっきり走り、倒れこんだりしたらきっと、ストレス解消できるはず・・・。

2016年2月6日(土)　　 大成荘の夜を楽しく、クラフト教室

暦の上では春になりましたが、大成荘の周りには雪がいっぱい！　スキー場も沢山のお客様で賑わって
いたようです。
それでも日差しは徐々に強くなって、春がだんだん近づいて来るのが実感できます。
そこで今夜のクラフト教室は、梅にウグイスの小さな壁掛けを作って食後のひと時をお楽しみいただきま
した。

2016年2月4日(木)　　 灯りをつけましょ　ぼんぼりに～♪



昨日2月3日は冬から春に季節が変わる節分。今日は今から春に向かうということで立春。今年は例年に
比べまだまだ雪の降雪量が少ないですが、大成荘の周りは残雪があり、やはり春にはまだ遠い気がしま
す。それでも早く春よ来いとの思いで、お雛様を飾りました。女の子の健やかな成長を願い、ひな人形を
飾って、桃の花を飾り、雛あられや菱餅をお供えして、白酒、寿司で祝うお節句。寒冷地である清里や、
北杜市の雛祭りは4月3日に行われます。大成荘のお雛様達が皆様のお越しをお待ち申し上げておりま
す。是非会いにお出かけくださいませ。

2016年2月2日(火)　　 青空に映える雨氷や霧氷

明日は節分、暦の上では４日の立春からは気候の挨拶も「余寒の候・・・」となりますが、今朝は出勤途
上でいつもと違う景色に出会いました。
国道１４１から小淵沢方面に折れ、大成荘に近づくにつれて木々の梢が真っ白くなってきました。
霧氷です。
先日３１日は雨氷の光景、今朝は霧氷と、寒冷地の冬ならではの景色が楽しめるのも今です。
まだまだ、ちょっと早起きすれば日の出の写真を撮る楽しみもあります。
冬ならではの楽しみを存分味わってください。

2016年2月1日(月)　　 寒いほどお得フェアが始まりました。

毎年恒例の清里観光振興会主催の「寒いほどお得フェア２０１６」が始まりました。今年は１月中旬まで
暖かい日が続いていましたが、雪が降って大寒を迎えてからは気温が下がり、今年もお楽しみいっぱい
のイベントになりそうです。因みに、今朝１０時の清里駅での気温は－4.7℃。30％ＯＦＦとなりました。ま
た、今年は暖かい日がありそうでしたので、気温がプラスの日には「特性オリジナルステッカー」をプレゼ
ントしてくれるというサービスが加わりました。食事処、ショッピング、宿泊施設、体験、温泉など合わせて
87店舗の協賛で行われております。どうぞお楽しみくださいませ。



2016年3月26日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

３月もあと５日を残すだけになってしまいましたが、今朝の気温は－２℃。すれ違う車の屋根には薄っす
らと白いものが載っていました。
三寒四温とは言いますが、清里ではまだまだ冬が続きます。
それでも気持ちはもう「こどもの日」へと急ぎ足です。
そこで、今夜はこどもの日には欠かせない菖蒲の花を水引で作ってみました。
夕食後のひと時の手慰みに参加してくださいましたのは、１組の母娘さんでした。お楽しみいただけまし
たでしょうか！？

2016年3月24日(木)　　 ダンコウバイが咲きました。

時折、まだ雪がちらつきますが、やはり春になったんですね。葉が開く前に鮮やかな黄色の花がいっぱ
い咲いて目立つのでウコンバナとも呼ばれる、ダンコウバイの花が賑やかに咲きました。
陽気も穏やかになり、花が咲くと暖かさを感じますね。だんだん色々な花が咲くお楽しみな季節になって
きました。
これからザゼンソウやミズバショウ、黄色い房状のトサミズミやアブラチャンもきっと、皆様の目を楽しま
せてくれることでしょう。
清里の春を楽しみに、ぜひお出かけくださいませ。
お問い合わせ・ご予約は、フリーダイヤルで承っております。
お気軽にお電話ください。
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
お待ちいたしております。

2016年3月10日(木)　　 久々に冬景色

昨日昼から降っていた雨が夜から雪となり、大成荘周辺は今朝久しぶりに雪景色となりました。空はまだ
雲に覆われていて、青空が無いのが寂しいですが、純白のとても綺麗な風景です。気温も下がり真冬並
みになりました。気持ちが引き締まる思いがします。道路も雪道となりました。お越しの際はくれぐれもお
気をつけてお越しくださいませ。

2016年3月3日(木)　　 今日は雛祭り

清里は寒冷地のため雛祭りは４月に行われます。八ヶ岳から吹き降ろす風はまだまだ冷たいものの、今
冬は雪が少なかった為大分春めいてきたようにも思えます。大成荘ではお客様がご到着の際に、雛祭り
の温かい甘酒をサービスさせていただいております。お雛様とお楽しみください。写真の〝繭で作ったお



内裏様〟は、先日「大成荘の夜を楽しくクラフト教室」で作られたものです。不定期ではありますが、運良
くクラフト教室を開催している祭は是非ご参加くださいませ。




