
2016年4月22日(金)　　 ハイジの村でチューリップ祭り開催中

昨日の降雨の後で、周りの山々が清々しい美しさでとても気持ちの良い日になりました。そして、今朝の新聞には
ハイジの村のチューリップ祭りについての掲載がありましたので、所用のついでに、ちょっと足を延ばしてハイジの
村の様子を窺ってきました。25万株のチューリップは見ごたえがあり、その上チューリップの根元には背の低いパ
ンジー等が植えられて艶やかでとても綺麗でした。皆様も是非大成荘の行き帰りにちょっと寄ってみてはいかがで
しょうか。良い気分転換になります。

2016年4月20日(水)　　 回り道情報

先日の強風と雨で麓の桜はすっかり散ってしまい、今は１０００メートル付近で見られる状態で、間もなく
日野市からの道すがらではところどころの山桜かウワミズザクラの白い房状の花が楽しめます。
頑張って秩父まで回り道をすると、テレビにもしばしば登場する羊山公園の芝桜もお楽しみいただけま
す。
公休日の今日はちょっと走って状況を見てまいりましたのでお知らせします。５月上旬まで楽しめるそう
です。

2016年4月9日(土)　　 春爛漫、桜と水芭蕉

今朝は早起きして桜の咲き具合を見てまいりました。
先ずは自宅から９キロ、長坂町中丸の清春芸術村へ。蜂の巣を意味するラ・リューシュと桜、甲斐駒ケ岳
のコラボを撮りました。
そこから白州町へ。途中、七賢の醸造元の脇を通って国道２０号へ出たら武川町まで一気に走って、真
原集落の方へと進みます。途中でお猿さんにも見送ってもらいました。
そして、朝めしを掻き込んでいつもの時刻に出勤しました。ちょっと忙しかったですが・・・。
お昼休みにちょっと、清里の森の小さな湿地を見に行きましたら、水芭蕉がちょうど見ごろを迎えていま
した。

2016年4月6日(水)　　 樹齢２０００年　武川町山高神代桜

全国各地のサクラの話題がたくさん報道されています。
大成荘のある北杜市からは、樹齢２０００年といわれる山高実相時の神代桜をご紹介します。
今日も満開の桜を一目見ようと、沢山の人々でにぎわっていました。



サクラに囲まれた畑にはスイセンも満開でした。
ここから少し先に行くと真原の桜並木があります。
こちらはまだ３～４分咲きというところでしょうか。週末頃が満開かも知れません。
今週末、団体棟にはまだ若干の空き室がございます。
ぜひお出かけくださいませ。
ご予約・お問合せはお気軽にお電話ください。
年中無休（午前９時～午後７時）。携帯・ＰＨＳからも可です。
フリーダイヤル０１２０－４８９－５７１

2016年4月1日(金)　　 夏休み期間中の宿泊お申込みは、往復はがきで。

新しい年度になりました。
大成荘の従業員も心新たにお客様のお越しをお待ち申しあげております。
今季は、例年になく雪が少ない冬でしたが、至近のサンメドウズ清里スキー場は4月10日までの営業予
定となっております。
受験生はスキーどころではなかったでしょうから、シーズン最後を思いっきり滑ってお楽しみください。
５月９日まで受け付けの、往復はがきによる夏休み期間中の宿泊お申し込み受け付けがはじまりまし
た。
詳細は、４月１日発行「広報ひの」をご覧ください。
下記ＵＲＬからもご覧いただけます。

http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/196,137853,353,2043,html

2016年4月1日(金)　　 嬉しい陽気になりました。

今日から新学期が始まりました。新しくご入学、ご進学、ご就職等された皆様にはお喜び申し上げます。
清里も長い冬から脱出していよいよ穏やかな季節となりました。道端にはスイセン、菜の花、ヒヤシンス
が咲き乱れています。丘の公園入り口付近のコブシの花も咲き始めました。山の木々にも膨らんだ蕾が
いっぱい付いています。植物の成長を見ると希望や意欲が湧いてきますね。皆様、清里の春を楽しみに
お出かけくださいませ。



2016年5月16日(月)　　 移動教室も2週目になりました

新しい1週間が始まりました。
今週も４校の移動教室で児童の皆さんが元気な顔を見せてくれることでしょう。
今は第四小学校の皆さんが食事後のレクリエーションで元気に活動中です。

2016年5月12日(木)　　 良いお天気になりました。

昨日、大量の雨が降ったせいでしょうか、今朝は雲一つないとても綺麗な青空が出ていましたので、先
日行ったまきば公園にもう一度出掛けてみました。平日ではありましたが、沢山の観光客の方が見えて
楽しんでおられました。また、県営牧場では牛たちが気持ちよさそうに牧草を食べたり、のんびり寝そ
べったりしていました。牛さんの可愛いおめめが見たかったのですが、今日は近くに来てくれなくて、また
のお楽しみになりました。

2016年5月11日(水)　　 足元悪いけど・・・

今日は豊田小学校の移動教室でしたが、昨日からの大雨でプログラムは雨バージョンになってしまいま
した。それでも大成荘に到着する頃になって漸く雨が上がって曇り空になりましたので、屋外での開講式
になりました。
そして、楽しみにしていた夕食をしっかり食べて、キャンプファイヤーになりました。
雨上がりでファイヤー場はぬかるんでいましたが、元気いっぱいに歌い、踊って楽しい思い出ができたこ
とと思います。

2016年5月10日(火)　　 今朝も元気に

７時４０分、朝食も終わる時刻です。
児童たちは今朝も元気に活動を始めました。アオナシの花が間もなく満開を迎えます。鶯の声も聞こえ
てくる中で、元気に朝の会を。体操をしてから朝食へとプログラムは進みます。
朝の会の間に先生方には児童の水筒に麦茶の給水をしていただきました。
心配される今日のお天気ですが、活動の時間帯は予報では曇りになっています。
今日もケガ、事故の無いように元気に頑張ってください。
行ってらっしゃい！



2016年5月10日(火)　　 まきば公園のアオナシの花

雨降り前の曇り空でしたので、青空が無くて寂しい写真になりましたが、アオナシの花が咲き始めまし
た。広い草原に大きな綺麗な形の木に花が満開になると見事な景色になります。ウサギや羊やヤギが
元気に草を食べたり跳ね回っていました。のんびり、優雅な気分になります。すぐ上の県営牧場では牛
が放牧され始めて沢山の牛が列をなしていました。また、様子を窺いに行こうと思っています。動物の元
気な姿はパワーをもらえます。皆様も是非動物と戯れにいらっしゃってくださいませ。

2016年5月10日(火)　　 川俣川渓流釣り場

川俣川渓流釣り場は、釣りに訪れるお客様のために地元の漁協のみなさんが、渓流釣りを自然に近い
形で再現してお客様を喜ばせている施設です。釣り上げた魚をその場の協働作業で調理していただく、
日野市立小学校５年生の移動教室でも数校で貴重な体験をする中で、生命の大切さと食料の大切さを
知る良い機会となっています。各班の焼け具合を見てみると、さすがは釣り場の指導員の方の手際の良
さが目立ちます。児童の皆さんも少しはコツが会得することができたでしょうか・・・？

2016年5月9日(月)　　 元気と勇気

ゴールデンウィークが終わってホッとする間もなく、今日から日野市立小学校５年生の移動教室が始まり
ました。
天気予報では山梨県地方は午後から雨の予報でした。大成荘を出発するときには霧雨のような感じでし
たが、念のために全員雨具を着用しての出発となりました。ゴールに到着するころには少し雨らしくなっ
たことと思いますが、児童たちの元気と少々の困難でもすぐに行事を中止してしまう風潮の中で、先生方
の決断・勇気に感服です。
大成荘では乾燥室のヒーターをＯＮに、温かいお風呂も準備を完了して皆さんの到着をお待ちしていま
す。
先週にはハイキングコースの笹刈も済ませておきました。快適に歩いていただけたでしょうか。
１５：４０　(^o^)

2016年5月9日(月)　　 楽しみにしていたカレーバイキング

日野市立小学校５年生の夕食は、みんながとても楽しみにしているカレーバイキングです。
バイキングというと、「好きなものを好きなだけ」と誤解されがちです。
食事を提供する側からすると、この考えには賛成できません。



食物アレルギーの方は別ですが、ぜひ、苦手なものを少しでも食べてみてください。そして、よく言われる
ように「腹八分目」に控えておきましょう。食事の後も活動する場合は特に大事なことです。
時々お腹いっぱいに詰め込んで結局、お腹がビックリしてしまって受け付けてくれず、体を守る自己防衛
システムが働いて、せっかくの食事をおう吐してしまうことが数例は見受けられます。
今年は全員が楽しい食事をしてくださることを祈ります。

2016年5月6日(金)　　 サクラソウが可愛く咲きました。

ゴールデンウィークも終盤となってまいりましたが、楽しいそしてお疲れ気味の休暇だったのでしょうか。
大成荘も沢山の方にご利用いただき感謝申し上げます。「目には青葉　山不如帰　初…」と読まれた時
期でしょうか。山にはカラマツをはじめ木々の葉が鮮やかな緑色でとても綺麗です。ちょっと触れてみる
と、とても軟らかいんですね。大成荘の湿地には今年も沢山のサクラソウが咲きました。ピンク色のとて
も可愛い花です。ほかにもユリ科のホソバアマナやタチツボスミレも咲いています。花がだんだん賑やか
になります。来週9日からはいよいよ移動教室が始まり、平日は5年生の貸切になりますが、金・土・日曜
日はいつも通りですので、ぜひお出かけくださいませ。



2016年6月24日(金)　　 笹の葉飾りを飾りました

7月7日の七夕に向けて、皆様に短冊にお願いごとを書いていただけますよう、笹のは飾りを飾りました。
今日は曇り空ですが、七夕には晴れており姫様、彦星様が逢えるようにと願いつつ飾りました。是非たく
さんのお願いを吊るしていただけますように☆彡

2016年6月21日(火)　　 北杜市稲絵アートフェスティバル開催中

今年も田んぼにうるち米と古代米を植えて稲穂の4色で絵や文字を描く稲穂アートが綺麗になってきまし
た。5月21日にお田植えをしてちょうど1か月。今年はフクロウが描かれております。国道１４１号線沿い、
北杜消防署高根分署の道向こうが会場となっています。大成荘への行き帰りにはお目に留まることで
しょう。ちょっとお車を止めて眺めてみてはいかがでしょうか。

2016年6月18日(土)　　 梅雨の晴れ間に

富士山の麓、河口湖でハーブフェスティバルが開催されています。ラベンダーの紫色が青空の下で映える季節を
迎えました。八ヶ岳の麓でもラベンダーの摘み取りが人気です。そんな旬の材料を用いたクラフト教室を開催しまし
たのでご紹介します。いろいろな形に加工して香りを楽しみたいと思います。クラフトの後、雲間に話題の火星が見
えましたので望遠鏡でその赤い色を楽しみました。

2016年6月12日(日)　　 木星と月が接近

昨夜は木星と月が接近するとのことでしたが、あいにくの薄曇り空となってしまいました。それでも時々
うっすらと木星が見え隠れしていましたので、その様子をコンデジで撮ってみました。
明るさが違いすぎるので写りにくいですが、クリックして拡大してみてください。
今夜は月が木星を越して反対側に見えます。夕食後のひと時に空を眺めるお楽しみもいいものです。

2016年6月10日(金)　　 ６月１０日、暦の上の入梅



去る５日、気象庁は関東甲信地方が梅雨入りした模様との発表を行いました。これから暫くはうっとうし
い日々が続くことになるでしょうが、この時期は雨のおかげで木々の緑がとても美しい時です。
そして少しの晴れ間があるとハルゼミが一斉に鳴きだしてとても賑やかです。
麓ではすでに花期を過ぎたヤマボウシの花もこれから見ごろを迎えます。また青紫の美しい実をつける
サワフタギも美しい白い花を咲かせました。
先日、ＮＨＫの朝の番組で「八千穂高原」の放送がありましたが、広大なシラカバ林と緑の葉のコントラス
トが眩しく映えます。梅雨の時期だからこその美しい自然をお楽しみください。

2016年6月2日(木)　　 火星が真っ赤に輝いています

昨夜、日野第一小学校の５年生の皆さんは全員が玄関前に集まって、今注目を集めている赤い火星を
観察しました。そればかりか全天雲一つない晴れ渡った、市街地では絶対に味わうことのできない星空
を堪能しました。

2016年6月2日(木)　　 渓流釣り体験では・・・

都市部では身近なところで渓流釣りを楽しむ機会が少なくなりましたので、日野市立小学校５年生の移
動教室では、ハイキング・キャンプファイヤー・酪農体験そして渓流釣り体験が大きなウェイトを占めてい
ます。
ハイキングでは自然環境に対する理解を深め、酪農体験・釣り体験では生命の大切さと食糧問題につ
いて考える良い機会となっています。
それから山梨県の郷土料理「ほうとう」づくりでも食文化に対する理解を深める機会となりました。
写真は「川俣川渓流釣り場」での体験風景です。
地元の漁業組合が運営しているこの釣り場は、釣り堀などと一味異なる体験ができます。
夏休みのお出かけの際などにちょっと訪ねてみるのも良いと思います。

2016年6月1日(水)　　 清里高原つつじ祭り

清里美しの森では毎年6月初旬からヤマツツジ、レンゲツツジ、サラサドウダンツツジが咲き始めます。
今年は5日がお祭りです。咲き具合は如何かと様子を伺いに行ってきました。もうすでにたくさんの観光
客の方々と、移動教室等の児童が訪れていてとても賑やかでした。ヤマツツジもレンゲツツジも満開に
近く咲いていました。今週末のお祭りは見ごたえあります。そして、つつじ祭り清里ウォークで歩きながら
清里を眺めたり、美しの森の頂上ではアルプホルンのミニコンサートも行われます。どうぞお楽しみくださ
いませ。



2016年6月1日(水)　　 高原野菜の植え付けが盛んです。

野辺山では広大な畑に白や黒のマルチが一面に張られて、高原野菜が植え付けられていました。八ヶ
岳の麓の壮大な景色です。以前、清里開拓物語を読んで当時の開拓者の壮絶な苦労と努力、そして喜
びと感動に涙したことが思い出されました。この野辺山の地でも同じように困難と立ち向かい労苦と、努
力でこの畑ができているのかと思う感慨深くなりました。これから野菜を食す時にはもっと噛みしめて味
わっていただきたいと思います。



2016年7月28日(木)　　 涼しい日が続いていますが

大成荘入り口付近に何本かあるリョウブの花が咲き始めました。白い花ですが、たくさん咲いてくれると
賑やかですね。花が咲くと蝶ちょや昆虫が寄ってきて動きを見ていると話しかけたくなります。雨が降った
時はどうしているのでしょうかね。ほかにもやはり白い花のノリウツギや黄色い花のコウゾリナが咲いて
います。イケマも蕾が膨らんできて楽しみです。

2016年7月24日(日)　　 夏休み自由研究（１）野辺山宇宙電波観測所特別公開

今日は夏休みに入って最初の日曜日です。
関東地方の梅雨も明けそうな暑い日とはっきりしない梅雨空の日が繰り返されています。
このような繰り返しの中で、２２日は大暑でした。皆様も暑中見舞いのハガキを書かれていることでしょ
う。
いつもなら構内を歩いて見て回ることしかできませんが、８月２７日（土）は、館内にも入って研究者の
方々から説明を伺える年に１回の特別な日です。
ここから大きな夢を育んで未来の宇宙飛行士や天文研究者に羽ばたいてほしいと思います。

2016年7月11日(月)　　 11日未明の天の川と朝の八ヶ岳

残念ながら７日の七夕は、日中の天気とは裏腹に曇天となって天の川を見ることができませんでした。
そこで、昨夜の深夜日付が変わるころに自宅の前に出て南アに沈む火星・さそり座・土星を眺めつつ、大
きくなってきた月明かりで見えにくくなりつつある天の川を、目を凝らして見上げました。
湿度がとても高くて、レンズが直ぐに曇るなかで写真も試みてみました。
朝の八ヶ岳は、いつもの通勤途中の橋のたもとの駐車場からの景色です。木々の緑もすっかり夏の装い
です。

2016年7月5日(火)　　 夏椿の花が咲き始めました。



インドの沙羅樹と間違えられたことから、シャラノキとも呼ばれる、大成荘の玄関回りに何本もあるナツツ
バキの花が咲き始めました。夏休みのミニ植物観察では一番最初にご紹介する花です。今年も皆様とた
くさんの花を見て回りたいと楽しみにしております。今日、学校寮地区内をちょっと散策しただけでも、ズ
ミ、ミヤマザクラ、ミヤマイボタの花を楽しむことができました。これからの季節は花や鳥や昆虫などを見
つけて歩くだけでも楽しいですね。皆様も是非楽しみにお出かけくださいませ。

2016年7月1日(金)　　 テントサイト場にも可愛い花

夏至が過ぎても、雨が降ったりして気温も上がらずまだまだ夏の季節には感じられませんが、大成荘の
キャンプ場やその入り口付近には、マメ科の綺麗な黄色の花のミヤコグサ、シソ科の紫色のウツボグサ
が可愛く咲いています。今年も咲いてくれて、ホッと嬉しくなります。



2016年8月27日(土)　　 年にたった１回だけの公開日なのに・・・

例年、８月の第４土曜日は国立天文台「野辺山宇宙電波観測所」が特別に公開される日です。
普段は構内を歩いて見学するだけですが、この日ばかりは館内にも入って種々の観測機器を目の当たりにしなが
ら説明が伺える唯一の日です。
台風１０号の影響でしょうか、時折強い雨が降る中でしたが、天文ファンや夏休みの自由研究のためでしょうか、雨
にも関わらず多くの人が見学に訪れていました。
晴れていれば、大人気の４５メートルパラボラアンテナに触れるイベントも、今日は残念ながら中止されました。
構内に咲いていたアサマフウロを撮って、また来年を楽しみに１年間待つことにしました。

2016年8月26日(金)　　 青空にリュウグウノツカイ？？

空を見上げた時ふと、東海大学の水族館に展示されていた深海魚の「リュウグウノツカイ」を思い起こし
てしまいました。
写真の画面に収まりきらないくらいに白い雲が大成荘の上空に横たわっていたので１枚撮りました。
さて、ご覧になられた皆様は何を想像されましたでしょうか？
明日の土曜日は野辺山宇宙電波観測所が１年に１回だけの特別公開の日です。
久しぶりに取材に訪れてみたいと考えています。

2016年8月23日(火)　　 ジュニアリーダー講習会

とても心配された台風９号の関東地方直撃でしたが、清里の地はほとんど影響なく、いつもあふれんばかりに増水
する沢のせせらぎも、ちょっと水量が増したかくらいで済みました。
それでも突然雨が降り出すような不安定な気象でしたが、リーダーも受講生もみんな元気いっぱいに活動していま
した。
これから日野市を力強く支える人材に成長してゆくことを願って止みません。

2016年8月18日(木)　　 今朝も元気！

また不安定な気象の日が続いています。
昨夕、ＢＢＱを楽しんでいるとき、大きな雷鳴が轟いて驚かされましたが、幸い、１回だけで済みました。
終わりにするころにはますます激しい雨降りになって大変でしたが、子供たちは元気に活動していまし



た。
今朝も、もう元気に体操をして、これから楽しみにしていた朝食のバイキングが始まります。
しっかり食べて、ケガをしないように元気いっぱい活動してください。

2016年8月18日(木)　　 生き生きと楽しんでいます。

昨日から大成荘に２泊３日で来られている青少年団体の皆様が白州の尾白の森名水公園ベルガに活
動にいかれましたので、ちょっと様子を窺ってきました。暑い夏には水遊びは最高ですね。皆さんとても
楽しそうにはしゃいでいました。

2016年8月12日(金)　　 ミニ植物観察会

大成荘の周囲で見られる野草を見ながらのお散歩「ミニ植物観察会」を行いました。
このところご案内はいたすものの、お忙「氏」の皆様が多くてなかなかご参加いただけませんでしたが、
今朝は１組の母娘さまのご参加をいただきましたので、担当としても少ない花を見つけながら高原の爽
やかな朝をお楽しみいただけるようにご案内させていただきました。
キツリフネソウ、ワレモコウ、ナデシコ、ネジバナ、クルマバナ、ミズヒキにキンミズヒキ等々、風にそよぐ
花々をご覧いただくことができました。また、オトギリソウにまつわる悲しい物語もご紹介させていただき
ました。

2016年8月9日(火)　　 一中地区青少年育成会の活動

地区の青少年の健全育成活動をボランティアで行っています。
今年は晴天に恵まれて活動も絶好調です。
清里駅から大成荘までは徒歩で移動し、１時間ほどの休憩・自由時間の後は恒例のカレー作りの協働作業。一人
はみんなのために、みんなは一人のために！を実践できたでしょうか？
キャンプファイヤーもとても楽しくできました。
明日は飯盛山（めしもりやま）登山です。
こまめに水分補給をしながらケガをしないように頑張ってください。
ジュニアリーダーさん、しっかりネ！！

2016年8月8日(月)　　 湿度が下がって心地よい暑さでした



カラッとした好天に恵まれました。
遠くの山々もスッキリときれいに見えましたので山を撮りに出かけてみました。
富士山は、不思議な雲に頂の方を覆われていて、いつもとちょっと違った山容でした。
夜は夕涼みがてらに少しだけ星も楽しめました。

2016年8月6日(土)　　 お鍋のパレット？

日野市の公民館主催事業「障害者青年学級夏季合宿」が昨日から始まりました。
２日目の今日は、縁日を模した楽しい催しが企画されました。テーブルの上に並んだお鍋のパレット？は、メインの
カラフルカレースープ。お味の方はいかがだったでしょうか！？
ほかにも工夫された手作りのホットドッグや鶏からあげ等々、参加者の皆様に楽しいひと時を提供していました。
日が落ちてからは、花火大会を。そして全館の明かりを消して星空を見上げました。
大成荘の星空が見られるの久しぶりでした。天の川も見られて楽しかった一日も終わりになりました。

2016年8月1日(月)　　 ミニ植物観察

梅雨明けで青空に恵まれて暑い一日にないました。
１年ぶりに高原の植物観察会を行いましたが、残念ながら今日は参加のお客様がいらっしゃいましたの
で、改めて周りを見てみましたが種類も花の数も少ない感じです。シカの食害や自然のバランスが変化
したように思われて気になります。
今日は悲しい物語を秘めたオトギリソウと、同じ科ののトモエソウをご紹介します。
キャンプ場への歩道にはカワラマツバも見られました。



2016年9月27日(火)　　 可愛い花が咲きました。

長雨の合間に晴れて気持ち良い日になりました。大成荘のロビー前の草地にリンドウが太陽に向かって
気持ちよさそうに咲いています。緑色の笹の中に光を浴びた紫色のリンドウが輝いて美しいです。

2016年9月25日(日)　　 久しぶりに雲の切れ間

忘れかけていた青空が久しぶりに雲の切れ間から見えました。
彼岸も明けてこれから、清里も本格的な秋の気配になってゆきますが、今日はその雰囲気がちょっぴり見られまし
たのでご報告します。
今年は食堂前のアオナシに実がたわわにつきました。既に熟して草むらにたくさん落下していてとても良い香りが
漂っています。
その周りの木々も色づき始めました。
草地のノコンギクは盛りを少し過ぎたでしょうか、ヒョウンモンチョウがその花の蜜を求めて一生懸命に吸っていて、
カメラを近づけても逃げようとしません。
その近くにはアキノキリンソウが美しく咲いていました。
まだまだお知らせしたいことがたくさんありますので、晴天日のリンドウなどを順次掲載してまいります。
大成荘は休館中ですが、周囲の景色を順次お届けいたしたいと思っておりますので、気分だけでも清里高原をお
楽しみいただけましたら幸いです。

2016年9月24日(土)　　 天気の悪い日が続いています

秋の長雨でしょうか天気の悪い日が続いています。
２０日から浴室関係の不具合箇所の修繕のために大成荘は休館中で、工事が始まっていますが浴槽下
部に湧出した水が入り込んで作業が大変やり難い状況です。
高原大橋を通って毎朝出勤しますが、川俣川に沿ってよく霧が発生して墨絵の世界を作り出しています
ので、今朝はモノクロで１枚撮ってみました。

2016年9月14日(水)　　 今年最後のキャンプファイヤー

来週２０日（火）から、お風呂の配管を取り換えるための修繕で約３カ月の休館をさせていただくことにな



りまた。年内の学校移動教室も最後の学校になりました。
このところずっと、不安定な気象のために今夜のキャンプファイヤーも実施が危ぶまれていましたが、何
とか児童たちの希望が叶って火を点すことができました。
お向かいの府中市の方からもキャンプファイヤーで盛り上がる声が聞こえてきましたが、大成荘の皆さ
んも大いに盛り上がって楽しい思い出ができたことと思います。

2016年9月13日(火)　　 ９月１５日は十五夜です

今年の中秋の名月は月齢13.7で、満月ではありませんが、晴れを期待したいところです。
地方によってはお供え物も多少の違いがあるかもしれませんが、十五夜には芋類を備えることから「芋
名月」とも呼ばれます。
また翌月の十三夜は栗などを供えることから「栗名月」、そしてその次は十日夜（とおかんや）の月と、日
本人の自然に対する感謝の気持ちがあらわされる行事になっています。
さて、皆様のご家庭ではどんなお月見をされることでしょう？
また、満月の１７日明け方の西の空で半影月食を楽しむこともできます。お楽しみに！

2016年9月9日(金)　　 日本酒菊姫とノコンギクで

今日は9月9日、重陽の節句です。奇数の中でも一番大きな数字が重なるという意味で重陽といわれ、菊
に長寿を祈る節句です。大成荘では、ロビーに祝い酒菊姫とノコンギクを飾ってお楽しみいただきます。
ロビーの向こう側には先日ボランティアの方に整備していただいた庭もスッキリして、気持ち良く一杯如
何でしょうか。

2016年9月6日(火)　　 夏から秋へ

残暑の蒸し暑さと台風の影響と秋っぽい風とが交互に来るような、はっきりしないお天気ですね。大成荘の構内で
も夏から秋にかけて咲くツリフネソウ・アサマフウロ・オトコエシ・ワレモコウ・ノコンギクが咲いています。アサマフウ
ロは日野のボランティアで来ていただいている草地管理の方が種から大事に育てて植えていただいたものです。
鹿に襲われないように網をかけて育ててきましたが、途中で網が曲がって鹿に狙われそうになった形跡がありまし
た。そんな経緯がありましたので、たくさん花が咲いてとても嬉しいです。

2016年9月1日(木)　　 防災訓練に参加

今日は防災の日。大成荘のある北清里行政区の防災訓練に参加しました。暑さも薄らぎ、秋らしく過ごしやすい季



節になりました。訓練が行われた清里の森公園には犬を連れたご夫婦や、お子様の手を引かれたご家族とか、何
人かの方が散策されていました。道端には黄色い花のコウゾリナやネジバナを見つけました。清里パークゴルフ場
や芝生広場のふかふかのお散歩は気持ち良かったです。



2016年10月29日(土)　　 やっぱり富士山・・・

先日２６日、甲府地方気象台は富士山初冠雪を発表しましたが、昨夜の雨（清里地方）は雪をもたらさな
かったようでした。
雨上がりは空気が澄んでいて青空がとてもきれいです。そしてこの時季ならでは木々の色づきと相まっ
てとても魅力的です。
それで、大成荘から車で５分ほどの「まきば公園」まで出かけてみましたところ、気持ちは皆さんと一緒、
既に撮影ツアーの方々と思しき皆さんがカメラを構えておられました。
そして狙いはやっぱり富士山！
既に日が高くなっていましたので絵にするのはちょっと難しいかと思いましたが、撮る人を対象にしてみ
ました。近くのカラマツの美しい色づきを一緒にお届けいたします。

2016年10月24日(月)　　 青空と紅葉

今朝は雲がないスッキリした青空でした。獅子岩と東沢橋の紅葉が綺麗です。やはり青空があると木の
葉の色もとても綺麗です。頬をなでる空気もだんだん冷たくなってきて、この紅葉が散ると冬が近づいて
くるんだなと思いました。先日も行ってみましたが、野辺山では来年の野菜作りのための畑作りに農家の
方々が頑張っていました。来年も美味しい高原野菜をお願いいたします！

2016年10月21日(金)　　 学校寮地区周辺がとても綺麗です。

昨日よりも更に色付いて賑やかな景色となりました。大成荘に来られる最後の信号「学校寮入口」手前の藤沢橋か
らの見る紅葉も見応えがあって好きな場所です。葉っぱの色は綺麗になったのに、青空が無くて寂しい写真ではあ
りますが、雨が降ったら色がくすんだり、落ちてしまったりして、絶好の期間は短いものです。カサコソと落ち葉を踏
みながらのお散歩も楽しいですね。今のうちに楽しみましょう。

2016年10月20日(木)　　 山の紅葉が綺麗になってきました。

澄んだ青空に木々の葉の黄色や赤色が鮮やかに映えてとても綺麗になってきました。東沢橋、通称赤
い橋からの八ヶ岳もだんだん色付いて見応えのある景色となるでしょう。お天気も暫くは晴れの日が続き
そうです。行楽の秋をお楽しみください。



2016年10月18日(火)　　 山々が色づいてきました。

今朝、大成荘の入り口坂の途中のニシキギの上部が赤くなった葉に朝露がついて、それに陽の光が当
たってキラキラとても綺麗でした。残念なことに上手く写真に収めることができませんでした。また挑戦し
たいと思います。学校寮地区の木々が黄色み始めてきましたので、社用の帰りに天女山方面を回ってみ
ました。天女山入口の信号より下は赤く色付いていましたが、八ヶ岳倶楽部の前はまだ緑色でした。東
沢橋、通称赤い橋からの八ヶ岳は大分黄色くなり始めています。これからどんどん紅葉が進むでしょう。
今日も大勢の観光客の方々が見物に来ていました。途中で、まきば公園の駐車場に寄りました。昨日の
雨が上がって富士山の裾に雲海が広がりとても綺麗でした。たくさんの方がカメラに収めていました。自
然の景色は素晴らしいですね。

2016年10月15日(土)　　 青空の下で、　ポール・ラッシュ祭　八ヶ岳カンティフェア２０１６

ようやく秋晴れらしい青い空が広がりました。
絶好のお祭り日和ですのでちょっと、取材に出てみました。
今年もポール博士の偉業を偲びながらのカンティフェアが開催され、清泉寮前の牧草地はたくさんのお
客様で埋まりました。博士が築いてくださった道をまた、我々も前進させて行かなければなりません。
開会セレモニーに始まって、１０台のトラクターパレード。パレードに欠かせないのは博士と縁の深い立
教大学、そのチアリーダーの皆さんが花を添えてくださいます。
訪れたお客様も青空の下での１日を堪能されたことでしょう。

2016年10月6日(木)　　 台風一過

あちこちで大きな被害をもたらした台風１８号でしたが、山梨県に接近するころには温低になって清里台
風らしさもなく無事に通過してゆきました。
よく台風一過の青空と言われますが、今日はまさにそんな青空が広がる朝を迎えましたので、この時期
には白駒池の紅葉が話題となりますので公休日を利用してちょっと出かけてみましたので、１枚お届け
いたします。
大成荘は休館中ですが、これから日帰りでも紅葉を楽しめるところがあちこちにたくさんあると思います。
どうぞ楽しい秋をおすごしください。

2016年10月4日(火)　　 雲の中から

雨が上がって少し青空が見えましたが、全体的に雲が覆っている中に富士山が全貌を見せてくれていま



したので、撮影しました。雨が続くせいか、紅葉の方はイマイチ進みません。ちらほらと赤い色が見える
程度です。台風が去って紅色に変わってくるのが待ち遠しいです。

2016年10月1日(土)　　 天気の良くない日が続いています

なかなかスッキリ晴れ上がってくれません。
今朝も高原大橋の駐車場から見る景色は霧が立ち込めていました。
八ヶ岳の雄大な景色を楽しみに来られた観光客の皆様も、その雄姿を見ることができずにガッカリされた
ことでしょう。
霧の向こうに見える木々の色も若干変わってきたように見えます。
色づいたスッキリした山麓の景色をお届けできるのは何時頃になりますでしょうか・・・。
お風呂の工事も順調に進んでいます。
もし、八ヶ岳の写真でもお撮りに来られましたら是非、大成荘にお立ち寄りいただきたいと存じます。



2016年11月25日(金)　　 予期せぬ大雪

昨日朝から降った雪の積雪は約20ｃｍ。大成荘では冬に備えて、除雪用のホイルローダーにチェーンを
装着したり、公用車にスノータイヤをはかせて準備はしていたものの、余りに早い降雪でとても驚きまし
た。スムーズにホイルローダを出動することができたので、学校寮地区内の道路を楽に車が走行できる
ように除雪することができました。八ヶ岳も雪景色となり本格的な冬になったんだと実感します。そして冬
といえばウインタースポーツ。スキー場ではこの雪を歓迎しているでしょう。ホームページではサンメドウ
ズ清里スキー場は12月10日、シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳は12月15日にオープン予定となっていま
す。スキーヤーの方は早く滑りたい気持ちが昂ることでしょうね。
また、本日未明には雪で空気がきれいなったからでしょうか、南中した冬の大三角がくっきりと見えまし
た。

2016年11月18日(金)　　 韮崎大村美術館

大村智博士がノーベル賞を受賞してから１年が経ちました。アフリカや南米で人がよく感染されている寄生虫によ
る病気の特効薬を発見し、寄生虫予防薬を発明して、ノーベル賞医学生理学賞を受賞されました。韮崎市出身の
大村智博士は女子美術大学の理事長をされておられ、美術愛好収集家であられることから、私費で韮崎大村美術
館・日帰り温泉施設「武田乃郷・白山温泉」を建設し韮崎市に寄贈されております。貴重な美術館でありますので、
拝見してきました。やはり芸術に触れると心が豊かになります。隣接して「そば処・上小路」があります。皆様も大成
荘にお越しの折にはちょっと寄り道して行かれてみてはいかがでしょうか。施設に向かう手前、国道２０号線武田橋
北詰を西方向に進みますと、川沿いにお散歩には絶好な幸福の小径が整備されています。また、近くにある本堂
が重要文化財に指定されている武田八幡宮も見どころです。

2016年11月4日(金)　　 大成荘の気温がマイナスを記録しました

従業員が毎朝計測している温度計が、今季初めてマイナスを記録しました。
それもそのはず、八ヶ岳には薄っすら白く雪が見られました。
東沢橋（赤い橋）の川俣川渓谷の紅葉はすっかり葉を落として冬景色に変わっていましたが、たもとの駐
車場の紅葉が最盛期を迎えようとしていて、思わず立ち止まって眺めてしまうような美しさでした。お風呂
の修繕も順調に進んでいますので、予定どおり１２月１６日には皆様をお迎えすることができそうです。ご
期待ください。

2016年11月2日(水)　　 紅葉はだんだん下って



休日に北杜市須玉町にある、ラジウム含有量日本一と言われている増富ラジウム温泉に行って来まし
た。効能効果が高いと評判なので、朝から混んでいました。行く途中のみずがき湖周辺の木々の葉は緑
色でしたが、山を登るにつれ色が付いてきて、折角ですのでみずがき山自然公園まで足を延ばしました
ら、温泉郷から上は紅葉がとても綺麗でした。また、瑞牆山の麓には登山をされる方の車があちこちに
沢山停車していて、駐車場も埋め尽くされていて、凄く多くの方が登山されているのに驚きました。テント
を張ってキャンプをされている方がいらしたり、この季節の楽しみを満喫されていました。凄いですね。



2016年12月28日(水)　　 お正月を迎える準備を完了しました

今年を漢字一文字で表すと金（きん）だそうですがオリンピックでも金メダルを胸に誇らしげにしているア
スリートが印象的でした。東京大会はお金の節約・予算の削減で今更ながら見直しを進めていますが、
何かしっくりしない感じをお持ちになられた皆様も多かったことと思います。すべてをいったんおさめて新
しい年を迎えたいと思います。
大成荘ではその新しい年を迎える準備を整えました。
皆様も新年を迎えるご準備でご多忙のことと存じます。
どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。

2016年12月24日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」２

昨夜、クラフト教室が終了してから私も・・・・、というご希望がございましたが時間の関係で実現できませ
んでした。そこでもう一度行うこととしました。昨夜のお客様はお帰りになられましたが、新しいお客様お
二人をお迎えして小さなオリジナルお正月飾りを作っていただきました。お風呂は３連休中は柚子湯を準
備しましたので、作り終えた後はもう一度ゆっくり温まってお休みください。ネットに柚子をたくさん詰めて
おきました。

2016年12月23日(金)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」と柚子湯

今日から巷は３連休。おかげさまで大成荘も久々の賑わいです。３カ月の長い間浴室修繕でお休みさせ
ていただきましたが、皆様のご理解・ご協力のおかげで無事に工事も完了しました。そんなお風呂で今
日はゆず湯をお楽しみいただきました。
夕食後のひと時はクラフト教室を企画いたしました。お客様は小学生のお嬢様がお一人、お母さんとか
わいいい弟さんとでスタートしましたが、途中からお父様も参加してくださり、水引細工を中心にしたミニ
お正月飾りを作っていただきました。どうぞ良いお年をお迎えください。

2016年12月17日(土)　　 欠けた金星を見よう

気温はマイナス１℃でしたが、西の空にはまだ夏の星座の名残りが見られます。今、宵の明星金星がと
ても明るく輝いて見えますので、夕食前の３０分間、この欠けた金星を見てみました。お風呂上のお客様
にはすみませんでしたが、お部屋を暗くして室内から夜空をお楽しみいただけたらと思います。
月が小さくなりましたらオリオン大星雲でも見たいと思います。



2016年12月15日(木)　　 いよいよウインタースポーツシーズン到来！

八ヶ岳は真っ白に雪が被り、冬の凛々しい姿になりました。澄み切った青空に一段と浮き立ってとても綺
麗です。今朝６時、大成荘外気温は－５．４℃。シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳は本日オープンしまし
た。待ちに待ったスキーヤーやスノーボーダーが雪煙を立てながら思いっ切りの気合で滑っている姿は
とても気持ちよさそうでした。サンメドウズ清里は一足遅れで１７日オープン予定です。少し足を延ばして
八千穂高原スキー場は既に３日からオープンしています。これからが楽しみですね。皆様冬の清里を楽
しみにお出かけくださいませ。尚、大成荘付近は道路が凍っているところが多々あります。くれぐれもお
車の冬装備を万全にして安全運転でお越しください。

2016年12月14日(水)　　 クリスマスを飾りました。

浴室修繕の為に長期間休館させて頂き誠にありがとうございました。無事に修繕を終えていよいよ明後
日から営業再開となります。従業員一同この日を指折り数える心境で待っていました。久しぶりに皆様を
お迎えするにあたり念入りに準備を進めております。時期ですのでクリスマス飾りも施しました。早い時
期に一度積雪がありましたが、ホワイトクリスマスになるでしょうか？大成荘で静かなクリスマスをお楽し
みくださいませ。従業員一同心から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・ご予約は専用フリーダイヤルにお気軽に。
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



2017年1月28日(土)　　 スキー場が賑わっていました！！

今朝は快晴であまり風もない絶好のスキー日和でしたので、久しぶりにサンメドウズ清里スキー場を覗
いてきました。
大寒で気温が下がっている今は、ゲレンデコンディションも最高の仕上がりになっていて、たくさんのお客
様で賑わっていました。かわいい子供たちがレッスンを受けるキッズスキースクールも活気があってとて
も微笑ましい光景です。
このパウダースノーの感触をぜひ、味わってみてください。

2017年1月27日(金)　　 カノープスに再挑戦したけれど・・・

昨夜も晴天に恵まれましたのでもう一度、まきば公園まで出かけてみましたが残念な結果に終わりまし
た。カノープスの辺りが春霞のような曇っているような状態で、１時間の露光を試みましたが目的のカ
ノープスはその雲のような中に溶け込んでしまってほとんど写っていませんでした。こんなところに、一目
見ると長生きができると云われる所以でしょうか！？

2017年1月27日(金)　　 もうすぐ立春

大寒も半分が過ぎました。
間もなく１月が終わりを迎えますが、２月に入るとすぐに立春を迎えます。
大成荘では、この時季には待ちわびる春を迎える準備として、節分飾りを行ってお客様をお迎えします。
明日の土曜日には折り紙で鬼の顔を作るクラフト教室を予定しています。

2017年1月26日(木)　　 カノープス（南極老人星）を見よう！

時は二十四節気の「大寒」、まさにこの名の通りとても寒い日が続いています。
こんな時は暖かい炬燵にでもすっぽりと入り込んで熱燗で一杯が、一番！
だなんて言っていないで、今こそが旬です！
一目見ると長生きができると言われる、南天のカノープスを見に外に出ましょう。
昨夜、大成荘からほど近い「まきば公園」まで出かけてみました。



都合でちょっと遅い時間でしたが、寒風の中を３０分、じっと我慢してカノープスを眺めていました。
今夜は何も予定が無いので、８時前には行ってみようと思っています。

2017年1月21日(土)　　 昨夜からの積雪は、パウダースノーが５センチ

心配された低気圧の通過に伴う降雪でしたが、気温が低かったので最高のパウダースノーが約５センチ
ほど積もりました。時々風が吹くと粉雪が舞いあがって美しい光景を生み出しています。
昨夜から２泊のお客様は８時過ぎにはもうスキー場に出発されました。

大成荘では簡単な除雪をいたしますが、乾燥路のようにはまいりません。
あちこちが凍結してとても滑りやすくなっていますので、転倒しないように十分ご注意ください。
また、屋根からの落雪の恐れがございますので、軒下の歩行やピロティ内への出入りはご遠慮いただい
ております。
大成荘では転倒事故・落雪事故の責任は負えませんので、細心のご注意をお願いいたします。

2017年1月16日(月)　　 寒いほどお得フェアが始まりました。

待ちに待った毎年恒例の〝寒いほどお得フェア2017″がいよいよ昨日から始まりました。今年はプレ参
加の店舗がこれまでより半月早くから実施に参加されて、大寒を挟んでの実施のため、５０％ＯＦＦが期
待できるお楽しみも増えました！　因みに今朝10時の清里駅前の気温は－７℃で、５０％offです。空気
が冷たく寒いですが、幸先がいいですね。冬の清里のお楽しみを充分味わってくださいませ。

2017年1月9日(月)　　 今朝の積雪１５センチ超

昨日からの積雪は１５センチを超えました。
これくらいの積雪になると乗用車のお腹は雪を払うような状態になりますので除雪が必要になりますが、
お客様はもちろん駐車中のお車への事故を避けるためにチェックアウトが済むまでは除雪ができませ
ん。学校寮地域内の道路や県道はできうる限りにおいて除雪をしていただいておりますが、幹線道路が
優先されます。
そのようなときは無理をせずに運転を避けられた方がよろしいかと思います。
冬用タイヤの装着は言うまでもなく、それに加えてタイヤチェーンをお持ちでしたらぜひ、携行してくださ
い。いざというとききっとお役に立つことでしょう。

2017年1月3日(火)　　 星空３連発



穏やかな三が日が続きましたが、この時季の大成荘の夜はマイナス気温の日が当たり前です。
引き換えに空は澄んで星を見るのには最高の条件を作り出しているのですが、星も見たいけれどもス
キーもしたいお客様にとりましてスキー場のコンディションも気になるところです。
スキー場では連日、ゲレンデ作りでナトリウムランプの作業灯を使用しています。
大成荘の空もちょっと見上げただけでは分かりませんが、長時間露光をしてみると空がオレンジ色っぽく
写ります。
両方を楽しむのはなかなか難しいものです。

2017年1月2日(月)　　 宵の明星と月が並んで美の競演

元旦の夕刻にも金星に月が近づいて見えましたが、今夜は一段と接近して美しい夕空を見せてくれまし
た。お客様もこの光景をひとしきり堪能されてから温かい夕食で身体と心に栄養を補充していただきまし
た。

2017年1月1日(日)　　 あけましておめでとうございます

皆様、昨年はどんな年でございましたか？
漢字一文字で表すと「金」だそうですが、オリンピックの金メダル、はたまた経済の方のお金にまつわるこ
とも多々ございました。世界的には地震の多かった1年であったような気がします。
新しい1年は素晴らしいことを鶏込んで良い年でありますようお祈りします。
大成荘では綺麗な星空を眺め、年越しそばで新年を迎えました。

2017年1月1日(日)　　 初日の出

風もなく穏やかな快晴に恵まれた新年を迎えました。
大成荘では恒例の初日の出会を行い、新年を迎えた喜びに浸りながら初日の出を見ることができまし
た。
年があらたまると「今年こそは」という思いがふつふつと湧いてきて厳かな気持ちになります。
皆様にとりまして新年が健康で幸多からんことをご祈念申し上げます。
本年も大成荘をご愛顧くださいますよう、従業員一同心からお待ち申し上げております。



2017年2月12日(日)　　 超超寒かった野辺山アイスキャンドルフェス

昨日は清里からほど近い隣の村、南牧村野辺山で恒例のアイスキャンドル・フェスが開催されましたの
でちょっと、様子を窺いに出てみました。
時々ＮＨＫの朝の番組で放送される国道１４１の温度計はマイナス８℃を表示していましたが、強風が吹
き荒れていて降り積もった粉雪を巻き上げて会場を吹き抜けて行きました。このためにせっかくのキャン
ドルの灯もみんな消されてしまうありさまで、寒いだけが印象に残ったようなイベントになってしまったよう
でした。
それでも最後の花火は逆に煙が風に運ばれてしまったので写真にはきれいに撮れた？？
家庭用ビデオカメラを持参したのですが全く役立たず、携帯電話でちょっと様子を撮りました。
３枚目の写真は風が穏やかなときの様子です。

2017年2月9日(木)　　 雪が降っていても楽しそう！

大成荘にパンフレットや割引券を準備して皆様にご利用いただいておりますが、サンメドウズ清里のパン
フレットが残り僅かとなりましたので、いただきに伺ってスキー場に入ってみました。今日は生憎の雪降り
ですが、皆さんそんなことは気にせず思いっ切り滑っていらっしゃいました。平日で人はまばらでしたが、
その分大胆なポーズで滑ったり、小さなお子様も安全に滑れて穴場ですね。大成荘も平日は穴場？暖
かくして皆様のお越しをお待ち申し上げております。ゆっくりお寛ぎくださいませ。

2017年2月8日(水)　　 ２０２７年開業予定リニア中央新幹線

１０年後の品川～名古屋間開通を目指しているリニア新幹線は、南アルプスのトンネル工事が始まりま
したが、走行試験の方も日々行われています。中央道大月インターチェンジからも遠くないのでちょっと
回り道をして見学してみては如何でしょう。どきどきリニア館にはリニアカーのモデルが展示されていたり
映像で紹介されています。リニアモーターの仕組みも分かりやすく紹介していますので、科学好きの方に
はたまらないと思います。
走行中の車両は目前をほんの一瞬で通り過ぎてしまいますので、写真に収めるのは難しいと思います
が挑戦してみるのも楽しいと思います。走行試験は毎日行われているわけではありませんので、試験の
予定をホーム・ページで確認してからお出かけください。

2017年2月6日(月)　　 お雛様を飾りました



立春を過ぎ、節分も終えましたので、桃の節句に備えてお雛様を飾り付けました。清里周辺は昨日のお
昼頃から雪が降っています。春はまだまだ遠いのでしょうか？待ち遠しいですね。清里は寒冷地ですの
で、ひな祭りは４月３日に行われます。ですので、少し長い間皆様にも雛飾りをお楽しみいただけます。
寒い外から暖かい館内にお入りになってからお雛様とお話いただければと思います。皆様のお越しをお
待ち申し上げております。

2017年2月4日(土)　　 立春、梅にウグイス

昨日を境にして今日からは春です！　とはいえ、これからもまだまだ寒い日は続きます。
気持ちだけでも春を迎えたいと思いましたので、クラフト教室では「梅にウグイス」をあしらった作品を作っ
ていただきました。今日は小中学生の女子６名様にご参加いただきました。それからお母さま方もご一緒
いただきましたので、て久しぶりに賑やかで楽しい夜でした。

2017年2月3日(金)　　 節分ですが・・・

暦の上では明日から春ですが、冬ならではの清里の楽しみがまだまだ続きます。
恒例の「寒いほどお得フェア」ですが、今朝の気温はマイナス３℃でした。それぞれの加盟店では３０％OFFで食べ
られたり販売されたりで、お客様はホクホク笑顔でした。
清泉寮に出現した巨大な氷のリースを見ながら一回りしてみましたので、その様子をお届けいたします。
追伸
昨夏、火災で全焼した萌木の村のパブレストラン「ロック」は、その後順調に再建工事が進んでいます。冬の間運
休しているピクニックバスを借り上げて、バス車内で軽く食べられるようにして営業していますので、お越しの際に
はぜひ、お立ち寄りいただけたらと存じます。詳しくは萌木の村ホーム・ページをご覧ください。



2017年3月13日(月)　　 ちょっと春、でも、まだまだ冬

今朝、通勤途上の車から見える景色は霧氷を前景にした八ヶ岳。
残念ながら、青空を背景にとはゆきませんでしたが、一冬に何回も見られる光景ではありませんので
ちょっと外に出てみました。
ついでに、先日咲き始めたマンサクを見に行きましたら満開になっていて、清里にも遅い春が近づいて
いることを告げていました。

2017年3月11日(土)　　 清里の景色はあの日と同じなのですが・・・

東日本大震災からもう６年も経過してしまいましたが、報道機関で見る様子では復興というのにはまだまだ時間を
要しそうです。
被災されました皆様には改めてお見舞い申し上げます。
大成荘では犠牲になられました方々に黙祷をささげて追悼いたしました。
そして一日も早い復興をお祈りいたします。
ここから見る八ヶ岳も周りの景色もあの日となんら変わっていないように見えます。
被災地の景色があの時の前のように活気ある美しい景色を取り戻されますようお祈りします。

2017年3月4日(土)　　 陽射しが春めいてきましたので

ちょっと外に出てみました。
キャンプ場入口から望む赤岳も何となく薄っすらと霞んでいるように見えました。
それでも山の天気は気まぐれで突然、冬に引き戻してくれますので、お車はまだまだ冬装備のままでお越しになら
れることをお奨めします。
寒い清里のひな祭りは４月３日です。甲州市塩山駅近くの甘草屋敷では４月１８日までお雛様が楽しめます。
マンサクとザゼンソウが咲く、いつもの場所へ行ってみました。マンサクは漸く咲きはじめたところでした。ザゼンソ
ウは鹿の食害でめっきり少なくなってしまいました。




