
2017年4月29日(土)　　 森のおはなし会

恒例になりました、地元の「お話の会こだま」の皆さんによる「森のおはなし会」が開かれました。
毎年新ネタでお泊りのお客様に楽しいひと時を提供していただいております。
今回はお話、紙芝居、お芝居とバラエティに富んだ内容になっていて、こども様・大人様ともにお楽しみ
いただけたものと思います。

2017年4月24日(月)　　 ハイジの村でチューリップ祭り開催中

北杜市明野町にあるハイジの村で只今チューリップ祭りが開催されております。ハイジの村内一面に３０
万本のチューリップが見事に咲いて見応え抜群です。とっても可愛らしく色のコントラストも楽しく、我が家
の庭でもと夢がいっぱい広がって楽しいです。観光客の方々もたくさんみえていました。また、５月６日か
らは「ジャーマンアイリス祭り」６月１日からは「バラ祭り」と次から次へと続いてお楽しみが待ち遠しいで
す。韮崎インターからお車で１５分。大成荘にお越しの際にはぜひお立ち寄りくださいませ。

2017年4月23日(日)　　 清里の森別荘地に春の気配

清里には山梨県が借地として貸し出している「学校寮地区」と、別荘地として貸し出している「清里の森」の２つの地
域があります。
県営清里の森は、充実した施設がそこに集う人々に豊かな別荘ライフを提供していますが、そこにも遅い春がやっ
て来ました。
ミズバショウの小群落が満開の時を迎えていました。また、白いコブシの花や香りの良いアブラチャンの花も咲い
て、寂しかった野山も急に華やかな時を迎えます。
清里の森の遊具も更新されていましたので、小さなお子様を連れた方々ものんびりと時間を過ごすのにとても良い
場所となっています。

2017年4月23日(日)　　 おいしい学校でも桜満開

北杜市須玉町にある「三代校舎ふれあいの里・おいしい学校」でもちょっと遅れて桜が満開となりました。
明治、大正、昭和の校舎が並び農業体験農園施設や歴史資料館が入っています。昭和校舎には地元
の野菜やパンの販売、またレストランではランチメニューに「おいしい学校の給食」があり懐かしいコッペ



パン給食や校長先生のお弁当が食べられ、楽しさいっぱいです。またゴールデンウィークにはリンゴの
花が咲く予定です。リンゴの花の中に見える八ヶ岳はカメラに収めるととても良い絵になります。是非お
試しくださいませ。

2017年4月21日(金)　　 弟ができました

長い間活躍してくれた先代の鯉のぼりは、昨年で引退を余儀なくされてしまいました。
今年は新しい一家が弟も連れて登場しました。
今日の天気は時折、小雨もパラつく不安定な天気でしたが、それでも清里の空が気に入ったのか、一家
で気持ちよさそうに泳いでいます。
これからゴールデンウィーク明けまで清里の空を泳ぎながら、皆様をお迎えいたしますのでどうぞよろしく
お願いします。

2017年4月17日(月)　　 これからは緑を眺めながらゆっくりと・・・

速報です。
ロビーと図書コーナーの一角にマッサージ機を設置しました。
これからの季節、ロビーから緑の草地や新緑を眺めながらゆっくりとお寛ぎ下さい。
最新式３Ｄ機能を搭載したマッサージ機です。
一般的な施設に設置されたものより割安な、１５分間２００円のご奉仕料金です。
皆様のご利用をお待ちいたしております。

2017年4月12日(水)　　 昨日は雪、今日は桜、そして来週もサクラ

清里はまだまだ冬が同居しています。昨日は湿った雪が４～５センチ積もりました。
凍るとあとの始末が悪いので雪かきをしましたが、ゴールデンウィークまでは薄っすらと積もることはそん
なに珍しいことではないのですが、除雪までになるのはこれが最後になるでしょうか？
そして今日は、曇り気味の天気でしたが暖かかったので桜花の様子を窺いに出てみました。
樹齢二千年といわれる神代桜の実相時は多くの方々で賑わっていました。
そこから１０分ほどの真原の桜並木にも足を伸ばしましたところ、こちらは週末に見られるか？と云ったと
ころで、来週がよさそうです。
大成荘は今週末、来週末とも空室がございますのでぜひ、お出かけくださいませ。
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。
年中無休　午前９時から午後７時まで。　携帯・ＰＨＳからもどうぞ。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１

2017年4月6日(木)　　 これでもいいのか！？



皆様はどのようにお考えでしょうか？
安易に牧場のごとく、シカを増やし続けるがごとく。

一方、シカの食害に策無く、自然林の木にスカートとはこれいかに！？

2017年4月5日(水)　　 お雛様から鯉のぼりへ

昨日は道の駅の鯉のぼりをご紹介しましたが今日は、大成荘ロビーの鯉のぼりをご紹介します。
山梨県では鯉のぼりは勿論ですが、武者幟も大変多く見かけられるところです。大きなものでは五間幟
と云いますから約9メートルにもなりますので立てるのも大変です。
鯉のぼりや武者幟を遠くから眺めると、そのもとで男子が誕生して誇らしげにしている家族の顔を想像し
てしまいます。
そしてすぐに子どもの日が間近に迫ってきます。ピカピカの1年生や保育園・幼稚園児の成長をみんなで
見守りたいと思います。

2017年4月4日(火)　　 道行く人の目を楽しませてくれるいつもの景色

毎年何匹いるのか数え始めてみるものの、いつも途中で目がついていけません。
道の駅南清里の恒例行事、「鯉のぼりまつり」の第１陣を飾る雄大な眺めです。ちょっと時間のある方は
数えてみたらいかがでしょうか。
写真とかビデオで撮影したら、途中で目を休ませることができますが、それで正確に数えてもちょっと味
気ないかもしれません。
絶対数えきれないのは、川俣川渓流釣り場の近くの国道脇に咲くダンコウバイの花。黄色い花が満開を
迎えて見事に咲き誇っていました。
また、もう少し経てばアブラチャンが咲いて、八ヶ岳南麓にもようやく遅い春が訪れます。
皆様も山里の春を楽しみにお出掛けくださいませ。
樹齢二千年といわれる神代桜もお待ちいたしております。

2017年4月3日(月)　　 もうすぐそこに春が

寒冷地の清里では今日がひと月遅れのひな祭り。八ヶ岳には雪が被りまだまだ冬景色ですが、一歩また一歩と春
が徐々に近づいて、日中は少しずつ暖かくなってきています。今日の昼の気温は７℃。万作の花もまだ綺麗に咲い



ています。一方、サンメドウズ清里スキー場では今年は３月に何度か雪が降ったお陰でしょうか、この時期でもまだ
まだ雪質が良く、平日にはゲレンデも空いていてスキーヤーにとっても思いっ切り滑れるベストコンディション。良い
ですね！もう一度今シーズン最後の一滑り、いかがですか？
山梨でもこちらはかなり暖かくなってきているでしょう。甲州市塩山の旧高野家住宅・甘草屋敷のひな祭りは４月
１８日まで行われています。沢山のひな壇や吊るし雛が飾られて、見ごたえ充分です。是非一度お立ち寄りになら
れてはいかがでしょうか。これからの山梨、清里の春を楽しみにお出かけくださいませ。



2017年5月24日(水)　　 うらめしい天気予報

今朝の天気予報では夕刻から雨になりそうとのことでしたがズバリ、的中で恨めしいことこの上なし。
キャンプファイヤーのトーチ作りから各班の出し物の練習等々、今日の移動教室備えて一生懸命に準備
をしてきましたが雨模様になってしまいましたので、夕食後のお楽しみは室内レクに切り替えてエネル
ギーを爆発させていました。狭い室内ですがそれを目一杯利用して楽しいひと時を過ごしていました。

2017年5月21日(日)　　 サクラソウ、ミツバツツジが満開です

木々の芽が一斉に伸び始めるときを迎えている大成荘です。
カラマツの緑も日に日に長さを増している昨今、構内のトウゴクミツバツツジと湿地のサクラソウが満開
を迎えて色鮮やかに咲き誇っています。
そしてフキノトウの綿毛が今にも旅立ちそうな気配で、これから初夏の風情へと移ろい行きます。

2017年5月18日(木)　　 まきば公園のアオナシの花が咲いています。

今年は例年に比べると１週間くらい遅いと思われますが、アオナシの花が咲き始めました。今日は生憎、
雨が降ったり止んだりして、少し肌寒いお天気です。それでもまきば公園には大勢の観光客の方がみえ
ておられました。羊とお話したり戯れたり自然を楽しんでいらっしゃいました。

2017年5月12日(金)　　 来週末はリンゴの花が楽しめそうです

津金のおいしい学校の周辺では沢山のリンゴが栽培されていますが、今年の開花は大分遅れているよ
うで、まだ６～７部咲きといったところでしょうか。来週末もリンゴの花見が楽しめそうです。
おいしい学校に併設の宿泊施設では日帰り入浴もできます。
温泉ではありませんが、香りの湯が楽しめます。

2017年5月11日(木)　　 移動教室、若さ爆発！



報道によるとあちこちで避難を余儀なくされるような山火事が相次いでいましたので、今日の強風では
キャンプファイヤーが実施できるか心配されました。それでも夕方には少し静まってきましたので、実施を
決断して消防署に連絡しました。
この移動教室に参加した児童にとってキャンプファイヤーは も楽しみな授業のひとつだと思います。
始まるともう、若いエネルギーが爆発！ダンス、ジンギスカンも３連発でした。
明日はハイキングが待っています。
日野市内で見られない光景がたくさんあるはずです。それをしっかり見て、学校でそれぞれの思いを話し
合ってみてください。

2017年5月9日(火)　　 たくさんお買い上げありがとうございます

今日は川俣川渓流釣り場での釣り体験から始まって頑張って歩いたハイキング。今日から山梨県営牧
場では農家からお預かりしてひと夏を過ごす若い牛たちの放牧が始まりました。児童たちの元気に負け
ないぐらいに走り回っていたそうです。
夕食からキャンプファイヤーへ、そして楽しいお土産の購入へと移り進みましたが、たくさんお買い求め
いただきましてありがとうございました。限られたお小遣いの中から一生懸命にご家族のために考えをめ
ぐらせている姿に感動させられます。

2017年5月8日(月)　　 ５年生の移動教室が始まりました

今日から小学校の移動教室が始まって、参加している児童たちの元気な声が館内に響き渡っています。
夕食は例年のカレーバイキング。しっかり食べた後はキャンプファイヤーでエネルギーが爆発！元気いっぱいで
す。そして頭上には月と木星が並んで児童たちを見守っていました。

2017年5月5日(金)　　 恒例、道の駅南きよさと「鯉のぼり祭り」

５月５日のイベントは、これ！！
ご存知、長沢集落の人たちが始めた鯉のぼり祭り、県内はもちろん東京のキー局も取材に訪れるイベントです。
中でも絶大な人気を誇るのが、親子泥んこカヌー競争！
お父さんお母さんの気持ちが先走って空回りし、大事な子供を泥んこの中にひっくり返してしまう親子も続出です。
また、小学生を対象にした泥んこ障害物競争も楽しい。満を持して水着持参の女の子も気合十分。１着でゴールし
ました。
どちらのレースも観客からは拍手喝采でした。時間の都合で鯉のつかみ取り競争は取材できませんでしたが、そ



の一端をごらんください。
（おかげで駐車待ちの車で国道は大渋滞でした。ミニバイクが威力を発揮してくれました。）

2017年5月4日(木)　　 アオナシ広場のヒメイチゲが満開

樹木の花が気になりますが、地上にもかわいい花が命を咲かせています。
いつも見られる構内散策路のアオナシ広場で小群落を形成しているヒメイチゲが満開を迎えて、これか
らしばらく目を楽しませてくれます。
ご家族が元気な子供の成長を願うこどもの日を明日に控えて大成荘では今日から３日間、菖蒲湯をお
楽しみいただきます。

2017年5月2日(火)　　 もうすぐリンゴの花が咲くころになりました

津金の「おいしい学校」周辺には多くのリンゴ栽培農家があって、そのリンゴがもう少しで白い可憐な花
を楽しませてくれます。
例年ですと今頃はほぼ満開の時季ですが1週間ばかり遅れているようです。
おいしい学校の手前には、農家の方が楽しみで植えたであろう枝垂れ花桃が見ごろを迎え、青空の下で
見事に咲いていました。
また、国道沿いではヤマブキの花が、清里の森（別荘地）ではコブシが白い花をつけています。
いよいよ清里は花の季節です。
また、５日には道の駅南きよさとで恒例の「泥んこカヌー大会」などのイベントで大賑わいになります。
それから、地ビールレストラン「ロック」も火災から復活してプレオープンになりました。
どうぞ清里の春から初夏をご堪能ください。
皆様のお越しをお待ち申し上げております。



2017年6月23日(金)　　 笹の葉さーらさら♪

7月7日の七夕に因んで笹飾りを飾りました。お願い事がちゃんと天まで届くように高ーく作りました。沢山
の方にお願いごとを書いた短冊を吊るして頂きたいと思います。

2017年6月20日(火)　　 今朝も賑やかな声が響いています

一気に夏と思わせられる蝉の声が清里中に響いて、耳について離れません。
声の主は、鮮やかな深緑の間に潜んでいるハルゼミです。
その声を頼りに声の主を探してみました。

2017年6月19日(月)　　 高根地区でサクランボ狩りが始まりました

新しい１週間が始まりました。
今週は中ごろで雨の予報が出ています。
爽やかな新緑だった木々は鮮やかな深緑へと移ろってきました。
その緑の葉からこぼれ出る真っ赤なサクランボの果実がととも眩しく目に写ります。
お知らせが遅くなってしまいましたが、この季節ならではのお楽しみの一つがサクランボ狩り。
「ご予約は３週間前までに」とのことですので、どうにか最終のころに滑り込みセーフでしょうか。
大人１名様４０分間食べ放題で税込２，０００円（５歳以下半額）。
ご予約は、りほく農協高根支店
電話　０５５１－４７－３０１１
までどうぞ。
（今年は品薄とのこともお聞きしまた）

2017年6月19日(月)　　 白い花５　ワタゲカマツカ



構内のあちこちや道路の両脇などあちこちに見られます。バラ科らしいしっかりした花を咲かせていま
す。そして秋には真っ赤な実をたくさんつけます。

2017年6月16日(金)　　 白い花　４

小さ～なとっても可愛らしい白い花、オオヤマフスマです。「何か咲いているかなぁ」と下を見ながら歩いてみると色
んな花が見つけられます。そして上を見れば、樹木にもサワフタギの花が咲いていました。またドウダンツツジも見
頃です。これからそんな花探しが楽しみです。朝の八ヶ岳を撮影しました。手前の渓谷の緑が深くなってとても綺麗
で清々しいです。

2017年6月13日(火)　　 今年も見事です

北杜市明野町にあるハイジの村では5月27日からバラ祭りが開催されております。日本一長い２３０ｍの
バラの回廊とその周辺に1000品種6000本のバラが見事に咲いていました。色や形も多種類で本当に楽
しませてくれます。また甘い優しい香りがとっても幸せな気分にさせてくれます。お時間のある方は、クラ
ラの湯の「バラ風呂」はいかがでしょう。もっと楽しみたい方は色んな体験教室も用意されていますよ。予
約が必要なものもございます。前もってお調べいただいてバラを存分にお楽しみくださいませ。

2017年6月9日(金)　　 白い花　３

大成荘へ来る途中のあちこちで木々に咲く白い花が目立つ時季です。
甘い芳香を放っているニセアカシヤの白い花房。天麩羅にして食べることもできるそうですが、その実や
樹皮には毒があるそうですので食すのは要注意です。
また、街路樹にもなって白い花が目を楽しませてくれるヤマボウシ。空に向かって十字形の花を咲かせ
ています。秋には真っ赤な実を付けますのでそれもまた楽しみの一つです。

2017年6月9日(金)　　 美し森で緋色のレンゲツツジ



先週の３・４日の土日は恒例のつつじ祭りが開催されました。
好天に恵まれて多くのお客様がウォーキングや美し森にレンゲツツジを植えるイベントに参加されて楽し
い一日を過ごされたようです。
これからしばらくは緋色のレンゲツツジが目を楽しませてくれそうです。
同じくスズランのようなかわいい花を咲かせるサラサドウダンツツジが楽しめます。
駐車場から展望台までは急な登坂となりますが、ゆっくりゆっくりと歩を進めて登ってください。
展望台からは３６０°のパノラマが疲れを忘れさせてくれます。

2017年6月6日(火)　　 香り良いライラック

清泉寮の牧草地の脇にライラックの花が風に吹かれて気持ちよさそうに咲いていました。優しい紫色の
花からはとても良い香りが漂っています。見て楽しく、臭覚も癒されます。そしてお馴染みのソフトクリー
ムも楽しみですね。美味しいソフトクリームで心も満たされたら少しお散歩でもしてみてはいかがでしょ
う。森の中のあちらこちらに木漏れ日を浴びながらツツジが咲いています。何故か微笑みたい気分にな
るのは私だけでしょうか？たまには、こうしたのんびりした時間も良いですね。

2017年6月6日(火)　　 見つけてください

大成荘の散策路には今から色んな花が咲いたり木々の葉が茂ったりで、皆様に楽しく安全にお散歩して
頂けますようにと、笹を刈ったり落ち葉を掃いたりして整備をしております。その時にササバギンランとギ
ンリョウソウを見つけました。さあ、皆様も見つけてみてください。

2017年6月2日(金)　　 白い花２

所用で外出する機会がありましたのでカメラも持って出かけました。
清里はあちこちで新緑があふれています。その緑は樹種によっていろいろな緑で、それがまたとても美し
く輝いていますので、絵を描かれたり写真収めたりと、お客様はわざわざ出かけて来られます。この一瞬
の輝きをぜひ、ご堪能ください。
写真はエゴノキと川俣渓谷の棚状に咲くミズキです。

2017年6月1日(木)　　 ミヤマザクラとズミの花盛り



新緑がとても綺麗な季節になりました。大成荘では5月から始まった日野市立小学校の移動教室も残す
ところ２校となりました。これまで事故や病気等もなく無事にこられた事に安堵しております。また夏に向
けて益々気を引き締めて頑張っていこうと思います。大成荘の入り口付近にはミヤマザクラとズミの花が
満開に咲いて賑わっています。これから色んな花が咲いてくれるのがとても楽しみです。日ごろのお疲れ
の癒しに、また夏の暑さ凌ぎに是非大成荘をご利用くださいませ。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。



2017年7月28日(金)　　 白い花９

構内のリョウブが咲きました。
ツンと空に向かってオスマシしている純白な花が美しいです。
林内のリョウブの木は、冬の間にシカに皮を剥がれて痛々しい姿で春を迎える木があちこちで見られま
す。
シカは構内に植樹したイチイの皮も食べますので、植樹したうちの何本かは枯れてしまいました。皮がわ
ずかに残って生き伸びた木も、樹勢が衰えて枯れそうにな姿になっているのを見るととても辛いです。

2017年7月27日(木)　　 北杜市明野町サンフラワーフェス’１７開催中

昨日、公休日を利用してひまわり畑の様子を窺いに出てきました。
そうしましたら、ちょうど結婚式を挙げるカップルがおられていっそう華やかな雰囲気が漂っていました。
また、遠く八ヶ岳の方向には発達した夏雲があって、帰宅した２時ころには激しい雨になりましたので、挙
式されたお二人のイベントはどうなったのか少々気がかりでした。
降らなければ夏らしい好天に恵まれて・・・、降れば降ったで「雨降って地固まる」と絆が一層深まる良い
ことずくめに例えられます。まだ準備中でお二人のお顔を拝することはできませんでしたが、ヒマワリのよ
うな明るい家庭を作られることをお祈りしたいと思います。
畑ごとに順番に咲くように工夫されていますので、暫くの間私たちの目を楽しませてくれます。
追伸
近くのブルーベリー農園で摘み取りもできます。

2017年7月23日(日)　　 頑張って完成させました

昨夜は久しぶりにクラフト教室をご案内したところ、小学生の姉妹が参加してくださいました。
この時季はラベンダーやバラの花など強くて良い香りの花々が咲きますので、水引の小さなポプリポット
を作っていただきました。
素材の水引を使う機会にほとんど恵まれない小学生にはちょっと大変だったと思います。
予定の完成時間の約２倍がかかりましたが最後まで頑張って完成させた表情は、達成感で満足そうでし
た。
長い夏休み、健康管理も大変でしょうが元気に２学期をお迎えください。

2017年7月22日(土)　　 これでいいのか！？



今朝の出勤途上で見かけた光景は、夜行性と聞いていたシカが朝から人目もはばからず堂々と牧草を
食べていました。
片や、山梨県はシカの食害防止に躍起になっています。
牧草地の管理者はもっと環境を守ることに徹してほしいと思うのは筆者だけでしょうか？
写真をクリックすると大きくなります。

2017年7月21日(金)　　 白い花８

食堂廊下脇の坪庭で今、オカトラノオの白い花が満開です。
夕食の折、また朝食の折に爽やかな白い花が旅の風情を演出しています。
この花がサクラソウの仲間だとはちょっと不思議な感じがします。
そしてノリウツギが満開です。
こちらもアジサイなどと同じくユキノシタの仲間だとか。不思議です。

2017年7月17日(月)　　 口笛サマーコンサート’１７

昨夜聞かせていただいた楽しかった口笛コンサートのやさしい音色が耳に残っています。
日野市在住の口笛奏者「りょうすけ」様が練習のための楽器をお持ちになられていらっしゃいました。
そして有り難いことに、夕食後にミニコンサートをロビーで行っていただけることになりました。
大成荘では移動式アンプもございませんので、ブレス音も聞こえそうな近い距離での温かいコンサートと
なりました。
聞かせていただいたのは、アニメソングからクラシック、ジャズのスタンダードと、幅広いジャンルの曲を
楽しませていただきました。
９月２３日（土）にはひの煉瓦ホールで12：30から13：00の予定で「お昼のミニコンサート」が開催されます
（入場無料）。
ぜひ応援に伺って楽しいひと時をお過ごしください。
共演はピアノ奏者の森りか様です。
どうぞお楽しみに！！

2017年7月16日(日)　　 キャンプ場も目一杯！

１９９６年から始まった「海の日」のおかげで、夏休み直前の貴重な３連休も今日は中日。大成荘でも全
施設をご利用いただいて賑やかな時間が経過しています。
今日も関東地方は猛暑日の予報ですが、大成荘で過ごす休日は格別です。間もなく梅雨明けの宣言も
聞かられることでしょう。そして子供たちにとっては待ちに待った夏休みです。
大成荘の空き部屋も残り少なくなってきましたが、お出かけのチャンスはまだ残されておりますのでぜ
ひ、清里高原へお越しくださいませ。



2017年7月15日(土)　　 谷間に残った白い・・・

赤岳の谷間に残っていた白い雪も残りわずかになりました。
「日野市内は暑くてたまらないよ！」は、お越しになられたお客様のお声です。
標高１４００メートルの大成荘でも暑い日はありますが、木陰に入れば全くの別世界。大成荘には冷房装
置がございませんが、窓を開ければ快適にお過ごしいただけます。
８月でもまだ空室のある日もございます。
下記フリーダイヤルでお気軽にお問合せください。
年中無休。午前９時から午後７時まで。携帯・ＰＨＳからもどうぞ。
フリーダイヤル０１２０－４８９－５７１

2017年7月8日(土)　　 白い花７

九州地方での豪雨被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。被害の全貌が確認できていな
いほどの甚大な災害からの復興をお祈り申し上げます。

清里は昨夜、曇天でした。
七夕星の観察を期待していましたがそれは叶いませんでしたが、お客様が短冊に込めてくださいました
願い事は厚い雲を突き抜けて天まで届いたことと思います。
そして今日は、朝から気温の上昇とともに蒸し暑くなってきました。
お届けしている白い花シリーズですが今日はノイバラ、ヨツバヒヨドリ、ミヤマイボタの３種類ですが、まだ
蕾のものもあってこれからが楽しみです。
色物ではウツボグサがもうすぐ開花しそうです。

2017年7月7日(金)　　 白い花６

ナツツバキ、オカトラノオ、ドクダミ、ノリウツギ・・・・。
今、満開なのはドクダミ。名前とはちょっとかけ離れた純白の花が満開で美しいです。
ナツツバキが咲き始めました。
オカトラノオ、ノリウツギの蕾もだいぶ白くなってきました。
もう少しで見ごろを迎えることでしょう。
そして赤系の花も賑やかに咲き始めました。
バラ科のシモツケです。

2017年7月5日(水)　　 ロビーの前に静かに佇む



建物の周りで雑草が成長著しい時期を迎えています。
その中で、山野草も負けじと花を咲かせて次の世代に命をつなごうと悪条件の中でも頑張っていてとて
もいとおしい姿を見せてくれます。
雑草退治の折に目を楽しませてくれたキバナノヤマオダマキ。炊飯棟の周りでも見られます。



2017年8月26日(土)　　 一中地区育成会キャンプ

一中地区育成会キャンプは、今年から２泊で実施されることになりました。
清里へは例年と同じ列車での旅で、集団で利用するマナーや自分たちの協力で行動することの大切さを学び、清
里駅から大成荘までは徒歩で移動しました。
一息ついた後は夕食の準備。今年もみんなで協働してカレー作りを体験しました。
おいしく食べた後は、先生方も一緒にしばしスイカの種飛ばしに興じてから、ファイヤー場へ移動してキャンプファイ
ヤーで元気を爆発させ、手持ち花火の火に名残りを感じつつ肝試しで林の中へ。
充実した１日目のプログラムを終えました。

2017年8月22日(火)　　 元気に退館してゆきました

ジュニアリーダー講習会も最終日です。
これまでの２泊３日で培われた友情の絆を確かめあうかのように、閉村式前のゲームが行われ、最後に
得点項目を合計しての各グループの総合得点順位が発表されました。
リーダーさんたちの細かい目配り・気遣いがとても良く反映されていてキャンプに参加したそれぞれ皆さ
んの成長ぶりをつぶさに拝見することができました。これからも日々の研鑽を重ねて大きく世界に羽ばた
いて行ってください。

2017年8月21日(月)　　 ジュニアリーダー講習会

久しぶりに雨の心配がなさそうな天気になりました。
朝食をほお張ったら今日はハイキングです。ちょっと不調を来した参加者もいましたが、そこはみんなの
若さ元気さが勝っていました。
楽しい夕食の後はキャンプのハイライト！キャンプファイヤーの時間です。
消防署にもちゃんと連絡してから開始しました。
開始後は若さが爆発！
定番の猛獣狩りから始まって次々と繰り出されるプログラムにノリノリの楽しい時間を過ごしました。
今夜も野営で仲間のきずなは一層深まってゆくことでしょう。
おやすみなさい。

2017年8月16日(水)　　 やってみよう！ツリークライミング



キャンプ場に子供たちの元気な声が響いていました。
何をしているかと覗いてみれば、みんなが大きな木の枝からザイルを下げて木に登ろうとしています。
指導をしてくださっていたのは野辺山を拠点に活動している「繋ぐ」というツリークライミング・ジャパンの
公認インストラクターの皆さん方です。
こんな形で木に親しみ自然に親しんでいただけたらと思います。

2017年8月9日(水)　　 長崎原爆忌を半旗で

あの忌まわしいできごとから７２年の時間の経過によって、被ばくされた語り部の皆様も高齢化されてや
やもするとこの記憶が薄れてゆくような風潮が無きにしもあらずのような報道も目にしますが、地球上で
このようなことが二度と繰り返されてはなりません。
改めて犠牲になられた皆々様のご冥福をお祈り申し上げます。

2017年8月7日(月)　　 構内を紹介しながらのミニ植物観察会

今日は立秋です。暑さを労う言葉も、残暑お見舞い申し上げます。
台風５号が列島に近づいてきていますが、大成荘の周りは天気に恵まれましたので夏の山野草を愛で
る構内散策に出てみました。今朝のお客様は２組のご夫婦。写真にも快く応じていただきました。
既に秋の花ハギも咲いて、大成荘はこれから急速に秋の気配になってゆきます。

2017年8月6日(日)　　 元気に出発して行きました

昨日は日野市の公民館事業、恒例の青年学級清里合宿がございました。
いつもの顔見知りの人たち、新しく参加されたボランティアの方々、皆さん元気に滝沢牧場に向けて出発
して行きました。
が、その出発前にみんなで青空の下ではい、チーズ！

2017年8月6日(日)　　 犠牲になられた方々を追悼しました



今日は広島に原爆が投下されたあの忌まわしい記念日がまためぐってきました。
大成荘では半旗を掲揚して犠牲になられた方々を追悼しました。
地球上のあちこちできな臭い紛争が絶えません。
青い地球のように澄んだ平和な日々が訪れるように祈りたいと思います。

2017年8月2日(水)　　 オトギリソウ

鷹匠の兄弟の悲しい物語を秘めた可憐な花、オトギリソウ。
葉にも花びらにも小さな斑点が見られるのが特徴です。
どんな物語を秘めているのかちょっと、調べてみてください。

2017年8月1日(火)　　 構内を巡るミニ植物観察

７月も終わってしまいました。と、いうことは夏休みの四分の一が終わってしまったということ・・・。楽しい
時間はどんどんと過ぎ去ってゆきます。
大成荘に咲く山野草も次々と移ろって行きます。
今朝は久しぶりに構内を巡る植物観察に出てみました。参加していただけたのはご家族４人の親子様。
お出かけ前のお忙しい時間でしたが小さな自然をお楽しみいただきました。



2017年9月26日(火)　　 ますます秋色大成荘

２３日から４連続の好天気に恵まれて大成荘も加速度的に秋色が濃くなってまいりました。空も青く澄ん
でとても高く感じられます。
建物の周囲を巡ると色づき始めた木の葉、秋ならではのリンドウやノコンギクなどが目を楽しませてくれ
ます。フジアザミもこれから咲きますのでとても楽しみです。
オトギリソウの先端についた実（鞘？）も黒くなってきましたので、種を採って観察しやすいところに撒いて
みたいと思っています。

2017年9月19日(火)　　 初秋の大成荘

大成荘は台風１８号による被害も無く、無事に過ごすことができましたが、被災されました皆様には心か
らお見舞い申し上げます。
台風が過ぎた大成荘では初秋の雰囲気がだんだん色濃くなってまいりました。
食堂の前のリョウブは大分色づきましたし、シラカバの葉も黄色味を帯びてまいりました。
これからは空気も澄んで秋を満喫できるようになりますのでぜひ、お出かけいただきたいと存じます。
特に平日には空室も目立ちますので、ゆっくり・ゆったりお過ごしいただけます。
お二人だけのご利用もお得なキャンペーン中です。
詳しくは下記ご案内・ご予約フリーダイヤルにお電話ください。
年中無休。午前９時から午後７時まで。
０１２０－４８９－５７１

2017年9月11日(月)　　 草地の手入れ・管理

以前からご案内していますが市民ボランティア「大成荘の草地を守る会」の皆さんが、より自然に近い状
態で植物を楽しめるように管理をしてくださっています。
今日は天気も下り坂霧雨の中で雨具を着ての作業となりました。
大成荘をご利用される皆様が最も目にされるでありましょうロビー前の草地の眺めはきっと、どこをコント
ロールしたのか分からないくらいに微妙な手入れですが、これからリンドウなどが咲きましたらきっと、楽
しめると思います。癒しの空間をぜひお楽しみください。

2017年9月9日(土)　　 重陽の節句



本日９月９日は五節句の内の一つである重陽の節句であります。陽（奇数）の中でも一番大きな数字が
重なる縁起が良いとされる節句です。邪気を払い長寿の効能があると考えられていた菊に願いを込める
と言う事で、大成荘では菊の名前の付いたお酒に菊花を浮かべて菊酒を楽しんでいただこうとご用意い
たしました。ロビーから見える庭には秋の七草の一つオミナエシが咲いています。ススキやワレモコウ、
カワラナデシコが風に揺られているのを眺めながらごゆっくりお楽しみくださいませ。

2017年9月2日(土)　　 青空の下でのキャンプは快適！

心配させられた台風１５号でしたがうまい具合にそれてくれましたので、今夜は快適なキャンプができそ
うです。不慣れだからと心配されていたテントも上手に張れました。
４家族でのご利用ですが、遠くの方は愛知県からのお越しでしたが皆様元気一杯、これから夕食の準備
にかかります。
今日は星空が期待できそうな気温と湿度です。
土星が見られたらいいですね。これからがとても楽しみです。

2017年9月2日(土)　　 土星と月の観望会

今夜の大成荘は快晴のうえに気温も１５℃と絶好の星空観望日和となりましたので、玄関前に望遠鏡を
セットしてお客様にご覧いただきました。。
惜しむらくは月がだんだん大きく明るくなってきたこと（月齢11.4）。
それでも大気が澄んでゆらぎも少なく、とても良い条件での観望会でした。キャンプのお客様は勿論、館
内から多くのお客様にお楽しみいただくことができました。
特に今夜は、車いすのお客様にご覧いただくことができましたことは、準備した者としてとても嬉しいこと
でした。

2017年9月1日(金)　　 防災の日訓練の一端

今日は全国のあちこちで防災訓練が実施されていることでしょうが、大成荘が位置している北清里行政区において
も、久しぶりの気持ち良い快晴の下で訓練が行われましたので、施設を代表して２名で参加してまいりましたので
概要をお知らせします。
地区の防災無線で災害発生の第１報がもたらされて一時避難所の清里の森音楽堂へ。
伝助隊の隊長ペーターさんの指揮の下、消防団のみなさんの指導による消火器初期消火訓練、屋外消火栓操作



訓練、それから救急救命心肺蘇生法を学びました。
そして最後は炊き出し訓練で食料配布行って解散しました。



2017年10月27日(金)　　 史跡巡り

大成荘の所在する北杜市には３つの国史跡があります。大成荘から20分ほど下った大泉町には谷戸城
跡と金生遺跡があります。谷戸城址では山城の堀が、金生遺跡では縄文時代の竪穴式住居の復元が
見られます。また、谷戸城址に隣接する考古資料館では只今、「縄文人の装い」の展示がされています。
田舎の秋の紅葉巡りに合わせて昔の暮らしを垣間見るのはいかがでしょうか。

2017年10月26日(木)　　 快晴の朝、通勤途上の光景４点

昨日、山に雪の情報をお伝えいたしましたが、今朝は気持ちの良い青空と初冠雪の山々そして周囲の黄葉が楽し
めるとても良い一日になりそうです。
自宅を早めに出てめぼしいところを撮ってまいりましたので、行楽の参考までに。

2017年10月25日(水)　　 寒いはずです、山に雪が・・・

23日は台風一過で快晴が期待されましたがちょっと期待が外れてしまいました。それでもお伝えいたしま
したように雲の切れ目に青空が見えました。
そして昨日はまた、雨が時々。そして今日は寒いと思いましたら八ヶ岳にも南アの甲斐駒ヶ岳にも雪が
見られました。
天気予報によると明日はスッキリと晴れるとのことですので、東沢橋から望む赤岳には雪、目の前には
紅葉が期待されます。
ちょっとお出掛けになってみませんか！？

2017年10月23日(月)　　 大きな台風被害もなく過ぎました

おかげさまで大成荘は、被害らしい被害も無く、台風をやり過ごすことができました。
ここ何年か出かけていなかった「吐竜の滝」の黄葉の様子伺いに出てみました。
台風一過で川俣川を流れる水量はいつもよりかなり多くなっていましたが、伏流水が流れ出る滝の方は



いつもとほとんど変わらない水が流れ落ちていました。
木の葉の色づき具合も程よくて、週末頃まで楽しめそうです。
そして、おまけにカワガラスもいました。
大成荘の近くでは、調布市の施設に隣接した山梨県の駐車場のモミジがいろいろな色を見せていました
ので、大成荘からのお散歩コースで楽しめそうです。

2017年10月18日(水)　　 今朝の東沢橋

今朝は青空がいっぱいです。
出勤したら早速、東沢橋の様子を窺いに行ってまいりました。
橋は、安全第一ということで耐震化工事が行われていましたが、だんだんと色づきが進んできて間もなく
見ごろを迎えそうです。

2017年10月16日(月)　　 心静かに・・・

14・15の土日、八ヶ岳南麓最大イベントのポール・ラッシュ祭は雨模様の中で開催されましたがそれでも
たくさんの人出があった、とお客様から情報をいただきました。雨の風情を楽しむのには大成荘のロビー
からゆっくりと外に目を移して景色を眺めながら詩人になられたらいかがでしょう。
またマッサージ器に身を沈めながらの景色もおすすめです。

2017年10月12日(木)　　 ポール・ラッシュ祭の準備中ですが・・・

今週末のポール・ラッシュ祭ですが、下り坂の天気予報が出ていて開催が危ぶまれる中、準備は着々と
進んでいました。
明日の１日で準備を終えなければならないのはとても大変でしょうが、どんなふうに仕上がっていくか楽
しみです。
お天気は心配ですが、土日にはちょって出かけてみてください。

2017年10月11日(水)　　 きょうの大成荘散策路

好天が続いています。
大成荘の周辺もだんだん黄葉の見ごろを迎えつつあります。
散策路の木々も陽光を浴びて輝いていました。

2017年10月10日(火)　　 お昼の外気温２１．５℃



全国的に夏日の所が多かったようですが、大成荘でも汗ばむくらいの気温を記録しました。
所用で外出しなければなりませんでしたので、大成荘横の県道から赤岳を望んでみました。またちょっと
回り道して東沢橋の様子も見てみました。心なしか昨日よりも色づいた？ように見えたのは勝手に膨ら
んだ筆者のイメージか・・・。

2017年10月9日(月)　　 紅葉情報１　10月9日

連休が終わっていよいよ紅葉狩りの時季を迎えました。
大成荘近くの県道沿いには既に真っ赤になったウルシや日に日に色濃くなるヤマブドウが目に飛び込んできま
す。
車を降りれば紫色の花をつけているヤマラッキョウもかわいいです。
キャンプ場では早くもミズナラの落葉が始まっています。どんぐりもいっぱい落ちていますので、これを使ったクラフ
トを考案してみるのも楽しいと思います。
写真は左から東沢橋、ヤマラッキョウ、落葉始まったキャンプ場そしてロビーからの眺めです。

2017年10月7日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

夕食後の軽い手慰みとして行っています「クラフト教室」ですが、今夜あちこちの庭先でムラサキシキブ
がきれいに色づいてきましたので、これを題材にして水引で小さな壁飾りを作りました。
参加してくださいましたのは小中学生の方々が３名様。それに保護者の方々にも加わっていただいて、
細かなところにちょっと集中して完成させていただきました。

2017年10月5日(木)　　 フジアザミ

例年より少し遅れ気味でしょうか・・・。大きな花を咲かせるフジアザミが咲き始めました。
このアザミはシカは食べないようですが、この頃日中の明るい時間帯にシカがロビー前に現れて草地の
植物を食べている光景が目撃されます。あってはならないことですが今日も、この光景が目撃されまし
た。かわいいだけでは済まされない生態系に影響をもたらす問題であることを忘れてはなりません。

2017年10月4日(水)　　 中秋の名月観望会



皆様のご家庭でも月見団子を作ったりススキを飾り付けてお月見を楽しまれていることでしょうか？
今夜の十五夜は快晴に恵まれて、クッキリと明るい月を見ることができました。
ご宿泊のお客様が少なかったので静かな観望会でしたが、明後日は満月になりますので二度楽しめる
お月様です。

2017年10月3日(火)　　 明日は十五夜、中秋の名月

天気予報が気がかりです。
今年はススキにヤマブドウの定番に、サトイモ１株。そのほかにはサツマイモ・柿・栗・ミカン。そしてもち
ろん大きめのお団子１５個を作ってお供えしました。
あとは晴れのお天気を待つだけです。
でもちょっと、満月は６日なのですよねぇ・・・。
中秋の名月が満月ではないなんて、不思議ですね。

2017年10月1日(日)　　 移ろいゆく八ヶ岳南麓の秋色

10月を迎えました。
天高くの・・・、のたとえ通り澄んだ青空がとてもきれいです。
出勤途上でちょっと寄り道してきましたので、今日の様子をお知らせいたします。



2017年11月26日(日)　　 超簡単！　松ぼっくりツリー

寒い日が続いています。１２月を前に１１月 後の土曜日を松ぼっくりで、超簡単クリスマスツリーを作っ
ていただきました。
それだけではちょっと寂しいので、サンタの焼き物に乗せて頂きました。
今年も残り１カ月少々。
皆さまお風邪など召しませぬようお過ごしくださいませ。

2017年11月20日(月)　　 お車にも冬の支度を

大成荘ではここに来て連日マイナス気温になっています。
お越しいただいているお客様は既に、スタッドレスタイヤに履き替えていらっしゃる方もいて、季節に合っ
たご家族への安全配慮をしていらっしゃることが良く窺えます。
大成荘ではホイールローダにタイヤチェーンを取り付けたり、融雪剤の準備をしたりして雪がいつ降って
も良いように対策を講じました。
今冬のツララ第１号も伸び始めました。

2017年11月19日(日)　　 ついに冬到来！

大成荘の今朝の気温はマイナス３℃、八ヶ岳の主峰赤岳も何回か雪化粧してきましたが、今朝の赤岳
は１週間前の姿と全く異なって真っ白い冬の姿に変身していました。
既に黄色い橋（八ヶ岳高原大橋）から北側の標高の高いところは、木々にはほとんど葉が付いてていま
せん。
今日は時間の都合でスタッドレスタイヤに交換できませんでしたが、あしたはタイヤ交換をして、除雪車
にもタイヤチェーンを付けたいと思います。
これからは大成荘をご利用の際は、お車もしっかり冬の準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。

2017年11月12日(日)　　 晩秋の八ヶ岳・赤岳３題

昨日、消防署に消防訓練の結果を届け出に行く用件がございましたので、高原大橋から八ヶ岳を撮ろう



と回り道をしたのですが、橋のたもとの駐車場は駐車待ちの車が数台いるほどの盛況でした。
やむを得ずそこからの写真をあきらめて届け出だけを済ませて大成荘に帰りました。
そこで、今朝は出勤時に３か所からの撮影を試みましたので、その様子をお伝えいたします。
清里の黄葉は終わって、これからは里山の紅葉・黄葉がお楽しみいただけますのでぜひ、お出かけくだ
さい。

2017年11月6日(月)　　 今朝の高原大橋からの黄葉

出勤途上でちょっと寄り道。
通称「黄色い橋」駐車場から八ヶ岳を望む川俣川渓谷の黄葉が見ごろを迎えました。
花の命と同じく見ごろの期間は短いものです。
今週末頃までが見ごろでしょうか？

2017年11月2日(木)　　 八ヶ岳高原大橋の黄葉

残念ながら、写真では黄色が上手く出ませんでしたが、八ヶ岳高原大橋から清里に向かう周辺の黄葉が
大分綺麗になってきました。今日は観光バスが停まっていたり、沢山の観光客の方が訪れて楽しんでい
らっしゃいました。この三日連休はお天気もよさそうです。是非お楽しみください。

2017年11月1日(水)　　 寒いはずです。初氷！

１０月も終わってしまいました。
大成荘の周辺の木々もほとんど葉を落としてしまいました。
このため林の中も結構遠くまで見通せるようになりました。
おかげで、県道を走る車のレーダー探知器で自動ドアが誤動作することがあります。
しかしどんなに高性能の探知器を備えても路面の凍結は知らせてくれません。
これからは冬用タイヤが必需品になります。
装備をしっかりとして、くれぐれも安全運転でお越しください。



2017年12月28日(木)　　 来年は幸せをかき集めたい

今年もあと３日となりました。
今日が仕事納めの職場もたくさんあったことでしょう。
またご家庭ではお正月を迎える飾りつけをされた皆様も多かったことと思います。
そこで、大成荘でも迎春のお飾りにミニ熊手に縁起物を飾った作品を制作していただきました。
ご両親も手伝っていただいたりしながら、夕食後のひと時をお楽しみいただきました。

2017年12月28日(木)　　 お正月を迎える準備を終えて・・・

気分は、もういくつ寝ると・・・、にシフトしています。
今年の松の採取は、高枝切りハサミよりもう一段長い物干しざおにノコギリを括り付けて、歩道に張り出
して機械除雪の邪魔になる枝打ちを兼ねて採取に出かけました。一石二鳥の技あり（？）で大きめの枝
を採ることができました。今年は南天や青竹を従業員の自宅に有ったもので賄うことができ、全員で協力
しての作業となりました。
みなさま、どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。
来年もよろしくお願い申し上げます。

2017年12月18日(月)　　 冬本番！

この一週間ほぼ毎日朝の気温は氷点下。いよいよ寒い冬の到来です。八ヶ岳の赤岳も真っ白な雪化粧をして、
凛々しくそびえ立っています。今朝は富士山も裾に雲をたなびかせてとても綺麗でした。こうした冬景色が気持ちを
ピンとさせて、とても好きです。この季節ならではの風情を是非お楽しみくださいませ。一方、スキー場でも気温が
下がってゲレンデも雪質が良くなりベストコンディションに近づきつつあります。スキーにスノボーにきっとお楽しみ
いただけることでしょう。

2017年12月16日(土)　　 スキーシーズン到来！

大成荘から近いサンメドウズ清里スキー場がオープンしましたのでちょっと、初滑りの様子を眺めに赴い
てみました。



ここのところ連日の寒波でゲレンデは例年になく快適そうでした。
来週末はクリスマス。
ゲレンデに出て元気一杯ホワイトクリスマスを満喫してください。

2017年12月14日(木)　　 寒空に流れ星を見ました

昨夜から本日未明にかけては、多くの皆様が空を見上げておられたことでしょう。
高感度で短時間の露光を繰り返すのが面倒だったので、日周運動も一緒になどと５分間の露光を繰り
返してみました。
北極星の近くをかすめたものが写り込みましたが、予想通りに暗くて良くわからないようなものになってし
まいました。
それでも肉眼では久しぶりに明るく何個も見られて、寒さを我慢した甲斐がありました。
（写真をクリックすると拡大されます。）

2017年12月8日(金)　　 クリスマス飾り

今年もいよいよ最終月を迎え、年の瀬の慌ただしさを感じ始めてきました。大成荘では少しでもクリスマスの雰囲
気を味わっていただこうと、飾付けをいたしました。賑やかなクリスマスも良いけれど、雪山の静かなクリスマスも味
わいがあって良いと思います。但し雪が有るかどうかは分かりませんが…。スノーマンが玄関で皆様のお越しをお
待ち申し上げております。

2017年12月4日(月)　　 サントリー天然水南アルプス白州工場を見学しました。

一度は行ってみたいと思っていましたので、休日を利用して出かけてみました。できれば、ウイスキーの
蒸留所も見学したかったのですが、４～5日前に予約をお願いしましたら、満員とのこと。人気があるんで
すね。係りの方の説明を聞いてからバスで工場に行き、あっと驚く工場見学をして、天然水、ヨーグリー
ナ、ミルクティー味、スパークリングレモン味の４種の天然水を試飲させて頂きました。どれも皆とてもま
ろやかで美味しい水でした。皆様も大成荘の行き帰りにちょっと足を延ばして行かれてみてはいかがで
しょうか。展望台からの景色もとても綺麗でした。

2017年12月3日(日)　　 雪にご用心を！



１１月２１日には積雪を見ましたことはお伝えいたしましたが、いよいよ本格的に冬の準備をしなければ
ならない時を迎えました。
年末でご多忙とは存じますが、大成荘にお越しの際にはぜひ、安全な装備と安全運転でお出かけいた
だきたく存じます。
大成荘は標高１４００メートルの山岳地帯です。気象が天気予報どおりになるとは限りません。
予期せぬ屋根から落雪事故も考えられますので、冬季のお客様のピロティ内進入は事故防止の観点か
らご遠慮いただいておりますのでご理解ご協力をお願いいたします。

今朝、平沢峠には霧氷を見ることができました。
また、サンメドウズ清里スキー場では、１６日のオープンに向けて雪づくりが急ピッチで進めらています。
もうすぐ初滑りです。わくわく気分でお待ちのお客様、大成荘の空き室情報を参考にぜひ、ゆっくりとス
キーをお楽しみいただきたいと思います。



2018年1月29日(月)　　 清泉寮の巨大な氷のリース

毎年恒例、清泉寮の冬の風物詩「巨大な氷のリース」が今年も登場しました。直径２４０ｃｍ重さ８００ｋｇ
のリースの中には何が入っているのでしょうか。赤や緑色の物が見えます。また、木の枝には小さなリー
スが掛けられていて、こちらは小さなお花が可愛いリースです。雪があって寒くても、犬のお散歩やご家
族でというお客様がみえていて、元気に楽しそうに歩いていました。

2018年1月27日(土)　　 寒いけど、寒いけれど・・・・

寒さなんかに負けないで外に出て元気いっぱい楽しもう！
と、言葉ではいうものの、２種のインフルエンザが同時に流行っていて大変です。
今日も体調不良のお客様から予約取り消しの電話が何件かありました。
立春まであと１週間。皆様のご家庭では春を迎える準備は整いましたでしょうか？
大成荘では一昨日お知らせしたとおり準備を整えてお客様をお迎えいたしました。
そして今夜のクラフト教室では、折り紙で鬼の顔を作る「節分飾り」を制作していただきました。参加して
いただいたのはお子様がお二人。主催者としてはどこまでできるか内心ちょっと不安でしたが、何となん
と３歳のお子さんがスイスイと折り紙を折ってゆきましたので、とても驚かされました。
きっと、鬼たちも恐れをなして退散してしまったことでしょう！

2018年1月25日(木)　　 極寒の日が続いていますが・・・

一昨日２３日の朝の積雪は２０センチ超で、通勤のときちょっと車の腹に触れる深さになりましたが、低温
のために雪は 高のパウダースノーで楽々ラッセル。ちょっとした雪中ドライブが楽しめました。
その後、二日間の強風で大成荘の屋根の雪はほとんど吹き飛ばされてしまいましたが、それでも軒先に
はツララが牙をむいています。
絶対に軒下を通ったりピロティ内への出入りは非常に危険ですので絶対にご遠慮いただきたいと思いま
す。
それでもあと１週間で節分を迎えます。
寒さやインフルエンザに負けないで元気に、立春をお迎えくだいさい。大成荘では可愛い鬼たちが皆さま
を温かくお迎えいたすべく準備を整えました。
スキー場も絶好のコンディションですので、大成荘に泊まって存分にスキー、スノボーをお楽しみくださ
い。明後日は、節分飾りのクラフトも予定しています。
宿泊のお問合せ・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。携帯・ＰＨＳからも可。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１（よやくごあんない）

2018年1月13日(土)　　 冬来たりなば春・・・



連日寒い日が続いていますが、年末から雪らしい雪は降っていません。
ですから、道路は日陰の所だけが凍結していて、そこの所が突然現れたりすると慌てて急ブレーキになったりし
て、積雪時よりも危険な状況が起こります。くれぐれも安全運転でお越しくださいませ。

冬来たりなば春遠からじ、本来の意味とは違いますが今はそんな気分です。１月５日小寒で、これからますます寒
さが厳しくなりますが、所によっては梅の花だよりも聞かれるころになりました。そこで、クラフト教室では水引で紅
梅・白梅をつくり、それに折り紙を折ってウグイスをあしらった季節の壁掛けを制作していただきました。
参加してくださいましたのは小学生以下の方々でしたので、保護者の皆様にも応援していただいて、予定の時間を
大幅に過ぎましたが 後まで頑張りました。

2018年1月12日(金)　　 寒いとお得！

朝の冷え込みが厳しくなってくると八ヶ岳がとても綺麗になります。今朝の通勤時には上に雲が大きくか
かっていましたが、肉眼にはとても綺麗でした。特に真っ白な赤岳は凛々しくて気持ちに張りを与えてく
れます。大成荘では小正月に向けて、七難八苦の厄除けの願いを込めて15個の繭玉とお団子、ミカンを
飾り付けました。今年も無事に過ごせますように！　そして、毎年恒例の清里観光協会主催の「寒いほど
お得フェア」が、今年は1月13日から2月18日まで行われます。こちらもお得ですので、大成荘にお越しの
際は朝10時の気温を確認して、お楽しみください。

2018年1月7日(日)　　 スキー場、ソリもスキーもボードも絶好調！！

既に４日から仕事始めの皆さんも多かったことでしょうが、松の内も今日まで。お正月気分から仕事モードに切り替
えて、明後日からの出勤に備えていらっしゃる方がほとんどかと思います。

後のお正月をスキーでお楽しみの方も多かろうと思い、大成荘から至近のサンメドウズ清里スキー場を見に行
きました。
連日、気温の低い日が続きましたので、ゲレンデはサラサラの粉雪がしまって絶好調です。
ソリゲレンデも親子連れのお客様が歓声を上げていました。
リフトも３本がフル運転。初心者コースから上級者コースまで存分にお楽しみください。
道路は日陰の部分が凍っています。冬用タイヤで安全運転でお願いします。

2018年1月1日(月)　　 あけましておめでとうございます

大成荘の年越しから初日の出までを速報します。
先ずは大晦日恒例の年越しそばを紅白も終わりに近づいた11時半から開始して良いお年をお迎えください、でお



開きに。
明けて元旦は初日の出を屋上で見る会を実施するために６時から雪掻きをして空が明るくなるのをまちました。
そして、みんなが期待していた初日は７時１２分頃、平沢山の稜線から昇って感動の一瞬です。お祝い気分も 高
潮に達した時、戌年生まれで今年１２歳になる少女に皆さんで万歳三唱で門出をお祝いしました。初日の射し込む
食堂では、朝食バイキング開始前の 終チェックに精を出していました。

どうぞ本年も大成荘を拠点に楽しい活動を繰り広げてください。
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。



2018年2月24日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

夕食後の手慰みとして行っていますクラフト教室ですが今夜は、前回と同じ繭と水引で作るお内裏様で
す。参加してくださったのは１組の親子様でした。てこずる水引の淡路結びも順調にこなされて、いつもな
ら予定時間を過ぎての完成になるのですが、今回は予定していた時間を短縮して完成まで漕ぎ着けまし
た。その集中力に脱帽です。

2018年2月23日(金)　　 春よ来い！早く来い！

あっという間に時間が過ぎて、2枚目のカレンダーを切り取る時が目前になりました。
ロビーのひな人形も折り紙のもの、ちょっとかわいい繭のものなどが仲間入りして少し賑やかになりまし
た。
水引で作った桃の花、鉢植えの盆栽の桜も開花して日一日と春の装いになって来ました。
が、一方で外に目をやると、美し森の樹木には霧氷の花が咲きました。
清里も「寒いほどお得フェア」も終了し、寒暖を繰り返しながら春を迎えます。

2018年2月11日(日)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

立春から一週間が過ぎましたが連日、寒い日が続いています。昨夜は降雪の予報は出ていませんでし
たが、目覚めてみると12～3cmの雪でビックリでした。（標高が800㍍くらいまで下がるとほんのわずかに
白くなっただけでしたが・・・。）
それでも日中の日差しは強く、雪解けもどんどん進みましたので今度は、解けた雪が凍結しますので心
配の種は尽きません。
そんな清里でも既にロビーにはお雛様を飾って、桃の節句が待ち遠しいこの頃です。
そこで今夜は、繭と水引で小さなかわいいお内裏様を作っていただきました。参加してくださったのは年
間5～６回はお見えになられるお客様の小学生がお一人。ご両親も一緒に楽しいひとときを過ごしていた
だきました。

2018年2月5日(月)　　 寒くてもお楽しみ♪

今年は例年に比べ今のところは積雪量が少ないのですが、大寒波があったりして寒さは厳しい日が多い



です。それでも節分を終え立春を過ぎましたので、桃の節句を迎えるためにお雛様を飾りました。寒冷地
である清里は桃の花が咲くのも遅いのでひな祭りは４月に行われます。長期間楽しめてお雛様も嬉しい
事でしょう。皆様も大成荘のお雛様に会いに是非いらしてくださいませ。そして、２月１８日まで行われて
いる「寒いほどお得フェア」は本日も－６．２℃で５０％OFFです。こんな時にちょっと高価なものをお買い
物したり、リッチにお食事なんて良いですね！上手に使ってお楽しみくださいませ。

2018年2月4日(日)　　 今日から春です！

とは云うものの、春は名のみの風の冷たさ・・・・、は言うまでもありません。
これからもまだまだ雪も降ることでしょう。そうこうしながら日一日と気温の上昇もあってスキー場の方々
もお客様を迎える準備が大変な時を迎えます。
サンメドウズ清里スキー場は春休みいっぱい、スキーを楽しめますのでぜひ、ご家族・グループでお越し
くださいませ。大成荘も平日には空き室が十二分にございます。ご宿泊のお問い合わせ・ご予約は大成
荘へのフリーダイヤルで承っておりますので、周辺情報も含めて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。携帯電話・ＰＨＳからもご利用いただけます。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１

（写真は、頭を雲の上に出した立春の富士山です。）

2018年2月3日(土)　　 今日は節分、大きな声で豆まきをしますか？

昨日の朝、大成荘では２０センチほどの積雪を記録しました。３日のお客様は１週間ぶりの満室でしたの
で、全力を尽くして除雪に努めたところです。幸いに今日は気温も上がって日中は水銀柱が０℃のラインを
超えましたので再度の除雪もはかどりました。雪上の駐車はどうしてもお互いの間隔を広く取りたくなります
ので駐車スペースが苦しくなります。また、屋根からの落雪事故を未然に防ぐために、お客様のピロティ内
への出入りは勿論、駐車もご遠慮いただいております。従業員も事故に遭いたくない者は、キャンプ場まで
停めに行くようにしています。
さて、今年の恵方は南南東だとか、それぞれの地方にそれぞれの節分文化がございます。イワシの頭も信
心からといわれますが、ヒイラギや豆ガラのガサガサする音も鬼は嫌いなようです。
大成荘では、鬼打ち豆・ヒイラギ・イワシの頭を準備して鬼退治に向かい、家内安全・無病息災を祈りまし
た。



2018年3月26日(月)　　 麓の方でダンコウバイが満開です

今日は出かける用事ができましたので、そのうえ青空がきれいでしたので、カメラを携えて出かけまし
た。国道１４１川俣川渓流釣り場付近で満開のダンコウバイを見つけました。
車を降りてみると、付近には強い甘い香りが漂っていて春が実感できました。これからいろいろな木々や
草花が楽しめる時季です。野山を歩いてお楽しみください。

2018年3月23日(金)　　 紺碧の空、雪の八ヶ岳

時ならぬ大雪で空気が洗われて空が真っ青です。
そして真っ白な雪をいただいた八ヶ岳の峰々が白く輝いてとてもきれいです。
東沢橋の駐車場にはそんな山を撮りに来たと思われる轍の跡が縦横に。
今朝は絶好の撮影日和でしたのでちょっと出てみました。
スキー場も天からの恵みでコンディションが回復したことでしょう。
春休みです。
大成荘に泊まって、今シーズン最後のスキーをお楽しみください。

2018年3月22日(木)　　 春分の日、時ならぬ？大雪に！

大成荘は標高１４００メートル。まだ３月ですから雪が降っても珍しいことではありません。
過去の記録には４月２１日に、降雪で交通障害になるような危険な倒木があったために、管理人会会長
から各施設の管理人に安全確保のために倒木撤去に出労要請が出された、と記録されています。
よく、タイヤのお問い合わせがございますが４月中旬までは冬タイヤでのお出かけが無難だと思います。
ちなみに筆者の通勤車は、ゴールデンウィーク直前まで四駆でも冬タイヤのままです。ついでにタイヤ
チェーン、金属製スコップ、牽引ロープも載せたままです。（ちょっと燃費は悪くなりますが、安全安心には
代えられませんので・・・・。）

2018年3月12日(月)　　 春を探しに外に出てみましょう

それでも清里に春の気配が・・・
三寒四温は冬の季語だそうですが、春が待ち遠しい清里にこそ相応しいと思う日々です。



そして今週は暖かい日が続くような予報だそうですが、暖かければまた悩みも。花粉症に悩む方も多いと思いま
す。
それでも野山に出てみれば、昨日の霧氷とはまた違った春の気配を感じることができます。山梨県営の別荘地「清
里の森」にはマンサクが咲き、湿地の陽だまりにはザゼンソウが姿を現しました。川俣川渓流釣り場近くの国道沿
いのダンコウバイも少し蕾が開き始めましたのでもう直ぐ黄色の花を枝いっぱいに咲かせることでしょう。
津金の「おいしい学校」近くのリンゴの花はゴールデンウィーク直前くらいでしょうか。周辺の畑も耕されて春を待っ
ています。
さあ、身支度を整えて外に出てみましょう！

2018年3月11日(日)　　 霧氷を背景に半旗を掲揚

今朝の大成荘は一冬に１～２回有るか無いかの霧氷が見られました。その霧氷を背景に、あの大震災で亡くなら
れたたくさんの方々を悼み、半旗を掲揚して改めて亡くなられた皆様のご冥福をお祈りしました。また、被災されて
復興道半ばの皆様方の中には故郷を遠く離れた地でたくさんの方々が一日も早い復興を待ち望んでおられること
と存じます。
震災前の姿を超えて新しい一歩を踏み出されることをお祈り申し上げます。

2018年3月10日(土)　　 道路はまだまだ冬の道です

大泉の朝の気温、昨朝は何となんと、甲府市より暖かかったとの報道があったばかりなのに、今朝は道
路が凍結して坂を登れない車が続出です。立ち往生している車を避けようとした車がまたまたスタック。
反対車線まではみ出して止まってしまいました。危険ですし大いに迷惑な光景です。山間地に向かう時、
冬用タイヤだけでは対応できないことがあります。
まして夏用タイヤなどは言語道断。家族の安全を考えると装備には万全を期したうえで、周囲の状況で
前方を推察して安全運転に徹してください。
大成荘は約５㎝の積雪でした。

2018年3月5日(月)　　 霧の中に静かに佇む

今日は荒天の天気予報で、既に雨が降っており、霧に煙る大成荘です。
１日の朝はスキー場にとっては恵の雪だった？ことでしょうが、今日は真逆の暖かい雨になってしまいま
した。加えて霧も深く、見通しが非常に悪くなっています。こんな時には昼間でもシカが道路を横断するこ
とがありますので、運転には細心の注意が必要です。
また、夜間・早朝はこの雨で道路がブラックアイスバーンになることもしばしばです。
今日の大成荘は濃い霧に包まれて幻想的な姿を見せています。
キャンプ場のテントサイトは未だ、積雪３０センチほどございますのでお子様の雪遊びが楽しめます。

2018年3月3日(土)　　 あかいおかおのうだいじん・・・・



詩人サトウハチローが作詞した童謡「うれしいひなまつり」の一節です。
白酒は「雛祭りの際に出される祝いの酒でアルコール分が約９％前後のものです。酒税法ではリキュー
ル類に属するとのことです（農林水産省H.Pを参照しました）。
ですが、大成荘の雛祭りに白酒はおすすめできませんのでイメージが良く似ている「甘酒」をお召し上が
りいただけるように準備をしてお客様をお迎えしました。
が、「あまざけにも酒という文字が含まれていますので」、お客様の中にはアルコールが含まれているも
のと勘違いされている方がたくさんいらっしゃいます。
大成荘の甘酒は天然仕込みで「アルコール分なし」ですので、お子様方とゆっくりお楽しみいただきたい
と思います。
甘酒と白酒は製法からして全く別のものです。
簡単にできる甘酒をご家庭でも作ってみてはいかがでしょう。

2018年3月2日(金)　　 昨日の雪が八ヶ岳を一層、魅力的にしました

出勤するために毎日のように八ヶ岳高原大橋（通称、黄色い橋）を通ります。
その橋のたもとにお客様のための駐車場があり、出勤途上でしばしば立ち寄っては雄大な八ヶ岳の写
真を撮っては、この新着コーナーのところでご紹介させて頂いております。
今朝の八ヶ岳は昨日降った雪が青空を背景に美しい姿を見せておりました。
青空には白い雲も浮かび、山頂からは低気圧による強風に巻き上げられた雪が雲のようにたなびいて
いました。
この昨夜の雪は周辺のスキー場には恵の雪になったのではないでしょうか。
春休みに来場されるスキーのお客様に良いゲレンデ状態をつくってくれることでしょう。
張るスキーを是非ご堪能ください。

2018年3月1日(木)　　 雪が降っても空気が乾燥！？

気温が低下すると飽和水蒸気圧が低下します。　すなわち、空気が乾燥して周りに雪が沢山あるのに火
災が起きやすい時です。そして、もしもの時に助けてくれる強力な助っ人は消火栓です。
そこで、学校寮地区のそれぞれの施設の管理人の冬の間の重要な仕事の一つが消火栓の除雪をして
常に非常事態に備えることです。大成荘の至近の消火栓は県道を挟んで道向かいの所にありますので
いつもその消火栓が使えるように万全期しています。
それと、お客様の運転や歩行に大きな支障を来さないように構内の除雪をすることですが、どうしても乾
燥路の様にすることは不可能ですので、歩行にはくれぐれもご注意下さいますようお願い致します。そし
て軒先の下近くを歩かれる時には屋根からの落雪にも気を配ってくださいますようお願い致します。とく
にご年配の方や小さなお子様にはお声がけや手を引いてあげることが事故を防止するうえでとても大切
ですので、よろしくお願い申し上げます。




