
2018年4月28日(土)　　 今夜は、月と木星を見ました

ゴールデンウィーク初日、とても暖かく良いお天気に恵まれましたので、久しぶりに屋上での観望会を行
いましたらたくさんのお客様にお集まりいただきました。
月の観望をしながらちょっと明るすぎて分かりにくかった星座観察。去りゆく冬の星座・天頂近くに来たし
し座、春の大曲線等々結構見ることができました。
最後は高くなり始めた木星を見ていただいて４５分間の観望会を終了しました。

2018年4月21日(土)　　 お久しぶり

冬の間なかなか実施できなかった星空観望会ですが、全体的に春特有の霞んだ空でしたが快晴に恵ま
れた上にとても暖かい、お客様にとっては良い観望会であった？ように思われます。
月がだんだん大きくなって２０時の時点では月齢が約５．４と明るくなって、星をつないで星座を描くのに
はちょっと苦しかったところです。
それでも、去りゆく冬の星座、旬を迎える春の星座を堪能し、開始直後の８時半過ぎには北北東の方向
に飛び去る人工衛星も見ることができました。
そして、望遠鏡では月を見て、たくさんのクレーターに改めて感動したところです。

2018年4月16日(月)　　 水の中にも確かな春が・・・

大成荘は「学校寮地区」という行政が開設している施設や、公立私立の学校が開設している施設が並ん
でいる、別荘地域とはちょっと趣を異にしているところです。そしてそれぞれの施設には「管理人」という
名の人が在籍しています。それぞれの管理人は「管理人会」という組織の下でいろいろな事業を展開し
ていますが、側溝の機能回復清掃事業もその一つで、来る24日に協働作業が計画されています。それ
に先立って、大成荘では最寄りの清掃を事前に行っているのですが、側溝を流れる冷たい水の中にも春
を見つけました。
冬眠から目覚めたカエルが恋のお相手探してあるいていました。また、陽だまりにはタンポポが咲いて
命をつなごうとしています。

2018年4月13日(金)　　 清里の森も賑やかに

ウグイスが鳴く春になったとはいえ3月21日に降った雪が八ヶ岳に残っているので、頬に当る風はまだ冷たさを感じ



ますが、清里の森には水芭蕉の花が咲き、トサミズキやコブシの花も咲き始めてだんだん賑やかになってきます。
来週末には花々が見頃を迎えることでしょう。先の重い雪のため水芭蕉が何本も折れて可哀そうでしたが…。そし
て、大成荘では今朝移動教室の実踏で来荘された先生方がお帰りになりバスもいなくなりましたので、玄関前に鯉
のぼりを飾りました。調度良い風に吹かれて気持ち良さそうに泳いでいます。皆様、是非大成荘の鯉のぼりに会い
にいらしてください。館内でも五月人形、武者幟が皆様をお待ち申し上げております。

2018年4月12日(木)　　 青空に泳げ鯉のぼり

新年度が始まって、もう2週目となりました。お昼少し前の時間に車を走らせていると、大きなランドセル
を背負ってお母さんに迎えられて帰っていく一年生を見かけます。子供への愛情を感じる微笑ましい光
景です。南清里の道の駅には今年も沢山の鯉のぼりが泳いでいます。子供の成長を願って見守ってくれ
ているかのようですね。今日もたくさんの方が鯉のぼりの下で遊んでいました。丘の上の花の森公園に
行くリフトカーも登ったり下ったりしていました。花の森公園では農業体験ができます。また近くの道端で
アブラチャンが黄色く色付いてきました。

2018年4月6日(金)　　 お雛様から端午の節句へ

清里のひな祭りは４月３日でした。
今年の花便りは例年になく早くなりましたが、うかがい知るところでは、桜は寒い時にグンと冷え込んで、その後で
一気に春めいた気温に（時に夏日も観測）なりましたので早く開花したとのことで、麓の桜はもう満開です。
樹齢二千年と云われている北杜市武川町の実相寺の「神代桜」も見ごろは日曜日までとのことです。高根町長沢
地内の道の駅には例年どおり、沢山の鯉のぼりが泳いでいます。
大成荘でも室内に飾り付けをしてお客様を迎える準備をいたしました。
屋外の鯉のぼりは、１２日の小学校移動教室の合同実踏でバスが入るために、これが終わりましたら鯉を泳がせ
たいと思います。

2018年4月1日(日)　　 暖かくなりました。春霞で八ヶ岳がスッキリ見えません！

４月を迎えました。みなさんの新年度はどんなスタートになりますでしょうか？
大学生は３月から既に就活が始まりました。卒業された方の多くは明日、入社式とかになるのでしょう
か。進学、進級の皆さんは、新学期の準備に余念がないころだと思います。
大成荘では、新５年生の皆さんの移動教室に向けて多忙な毎日がつづいています。
これからはあまり雪の心配をしなくて済みますが、それでも４月の降雪は決して珍しいものではありませ
ん。
今日はひとまず春らしい霞みがかった八ヶ岳の様子をお届けします。
サンメドウズ清里スキー場は、８日の日曜日まで営業します。
最後のスキーをお楽しみください。



2018年5月30日(水)　　 電話による夏休み期間中の宿泊お申し込み受付を開始いたします

夏休み期間中の宿泊お申し込みは、広報「ひの」４月１５日号でご案内のとおり往復はがきによる抽選で
した。
その抽選結果がまとまりましたので、空き室について明日５月３１日午前９時から、予約専用フリーダイ
ヤルのみで承ります。（事務用電話ではお受けできませんのでご注意ください。）

午前９時から午後７時まで。年中無休。携帯・ＰＨＳからもご利用いただけます。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１　（ごろ合わせは、よやく・ごあんない、です。）

写真は、ロビーの前に現れた小鹿です。

2018年5月30日(水)　　 日野第六小学校ハイキング

閉校式の時に雨が少しパラついたので雨合羽を着用しての式になりました。
美し森を登る頃も僅かに雨模様でしたが合羽無しでも濡れるような雨にはなりませんでした。合羽を着て
頑張って歩く姿の写真が欲しくて先回りして待ち構えていたのですが、途中で合羽はザックの中にしまわ
れて、身軽で歩きやすいいでたちで楽しそうに歩いていました。
途中には赤紫色のクリンソウが見ごろでしたが、花を愛でる余裕は児童の皆さんには有りましたでしょう
か。さすがに写真屋さんは道端の花もちゃんと記録していました。そして途中で見た光景をもう一度思い
出して、何故そうなのかを話し合ってください。
歩いた後のソフトクリームのお味は如何だったでしょう？　

2018年5月25日(金)　　 移動教室第3週目も無事にお見送り

移動教室第3週目が終了しました。夕べから心配されたお天気でしたが、朝の会の時には未だ曇り空で
したが出発の頃には青空が見られるようになりました。第3週目も大きなトラブルもなく４校をお見送りで
きましたことに感謝したいと思います。

2018年5月24日(木)　　 自然に学び考えなければならないこと

「自然を大切に！」と声高に言われますが、現実には大変な困難が待ち受けていて、言うは易く行うは難



しいことに直面します。
ハイキングコースに見られる異様な光景。日野市内では絶対に見ることができない光景。大きな樹木に
黒いプリーツスカートのようなものを付けられています。いったいこれは何のために付けられているので
しょう？どうすればこんな措置をしなくてもよいようにできるのでしょうか？よ～く考えてみましょう。大成
荘での楽しい時間。それは夕食と夜レク。いくら美味しいといっても無理やりお腹に詰め込むと必ずお腹
が防衛本能で吐き出すように働きます。食べるのは昔から言われるように腹八分目しておかないと仲間
にも不快な思いをさせてしまいます。
高原の夜は何と言ってもキャンプファイヤー。若いエネルギーが一気に爆発して楽しい時間はあっと言う
間に過ぎて行きます。

2018年5月20日(日)　　 肌に感じる風がとても爽やかな、五月晴れです

青い空に、印象的な白い雲が高原の魅力を演出してくれます。
写真好きのお客様には、じっとしていられない、たまらない光景広がっている今日の大成荘です。木に咲
く白いズミの花は、ピンクの蕾が開くと真っ白な美しい花を枝一杯に咲かせます。川俣渓谷を跨ぐ八ヶ岳
高原大橋から見る光景の中に咲くミズキの枝は、白い棚状のサンゴ礁を想像させてくれます。そして、
八ヶ岳を望む方向に目をｍｍ移すと、いろいろな緑がグラデーションをなして今、この瞬間ならではの美
しい姿を輝かせています。
明日からまた、五年生の移動教室が再開されますが、児童たちにもこの美しい雄大な自然を楽しんでい
ただきたいのですが・・・。天気が気になります。

2018年5月11日(金)　　 今朝も元気！！

真っ青な空、ひんやりした空気、今朝はまさに高原の爽やかな朝です。
月曜日から始まった移動教室も今朝のお見送りで一区切り。また月曜日からの受け入れで児童たちに
会えることを楽しみにしています。
出発に先立っては、朝の会での大事な一つとして体を目覚めさせてから行動します。
行動するのに大事なのは、給水。
先生方が児童の水筒一つずつに給水してくださいました。
今日も一日元気に頑張りましょう！！

2018年5月11日(金)　　 可愛いサクラソウ

昨日は前日に八ヶ岳に降った雪のために大成荘周辺は空気が冷たく感じましたが、今日は晴天で穏やかな日とな
りました。大成荘の湿地にはサクラソウが満開です。けば立った丸い葉にピンクの花がとても可愛らしいです。小さ
なホソバノアマナも咲いています。トチノキの芽吹きも見られます。大きな葉っぱは何でしょう。花が咲くのを待つ、
図鑑で調べるのも楽しいですね。外にちょっと出かけてみると色んな発見があり楽しいですね。今月の平日は小学
5年生の移動教室で貸し切りになっていますが、金曜日から日曜日の週末にはまだお部屋が空いておりますので、
是非清里の遅い春を楽しみにいらしてください。



2018年5月11日(金)　　 日の当たる方だけが開花していました

昨日、一昨日と移動教室のために公休日の出勤が続きましたので、今日は早上がりの代休とさせてい
ただきました。そして、昨日もらった情報のまきば公園の方に回り道をしてみました。
確かに青ナシが咲き始めていましたが、木全体が一気に咲くサクラと異なって、日の当たる方だけが咲
いていて北側には花が咲いていない光景に出会いました。お日様の力の偉大さをまざまざと見せつけら
れた感じがしました。
目を八ヶ岳主峰赤岳の方向に移すと雪化粧の赤岳をバックに、ホルスタインがのんびりと草を食む光景
が目に飛び込んできました。
こんな光景を楽しみにお出かけくださいませ。足元にはクサボケの朱色の花が緑の牧草と補色のように
なってとてもきれいです。クサボケは秋の実の収穫も楽しみです。とても良い香りなので果実酒には最高
ですよ。

2018年5月10日(木)　　 大成荘の中も色付いてきました

アオナシの木に白い花がたくさん咲きました。トウゴクミツバツツジもピンク色に鮮やかに輝いています。
いろんな花がこれから楽しめます。クマガイソウも蕾を重そうに付けています。暑さ寒さが繰り返しやって
きて、私は体温調節が大変な思いをしていますが、花たちはちゃんと時期には花を付け咲いてくれてい
ます。また、まきば公園でもアオナシの花が咲き始めていました。昨日までの雨でまだ厚い雲が覆ってい
ましたが、雲の切れ間にはとてもきれいな山が見えていました。

2018年5月9日(水)　　 奇跡の時間にキャンプファイヤー

３校目、第五小学校の皆さんのプログラムもまた、雨の影響を受けて大幅に変更を余儀なくされてしまっ
て２時間余りの短縮プログラムになってしまいました。そんな状況ですので楽しみにしていたキャンプファ
イヤーもできない？？かな、と半分諦めていたところ、ファイヤーの時間だけ奇跡的に雨が落ちてきませ
んでした。
ファイヤーが終わると同時にまた、雨が降り始めるという、奇跡のキャンプファイヤーでした。

2018年5月8日(火)　　 １校目の小学校を無事にお送りしました

昨日はプログラムの途中から雨になってしまいましたので、一部を割愛したり変更したりになりましたの
で、児童のみなさんも楽しみをそがれたような形になってしまいました。
それでも今朝は霧雨の中を元気に出発して行きました。



大成荘ではこれから６月初旬まで、月曜日から金曜日の朝まで毎日、この光景が続きます。
今日の最後のプログラムは、自然に近い渓流釣り場での体験。昨日の雨でちょっと水量が増していまし
たので大変とは思いますが、あなたの尊い命をいただきますということですので、おさかなさんを無駄なく
最後までいただいてください。

2018年5月7日(月)　　 5年生の移動教室が始まりました

心配されたお天気でしたが、お昼前には小雨が降り始め、残念ながらハイキングの頃には本格的な雨
になってしまいました。このためにせっかく準備したキャンプファイヤーの薪もシートを被ったまま火を点
けられることもなく、多目的室での室内レクになってしまいましたが、皆さん元気に活動しています。
夕食のカレーバイキングは、「おいしい、おいしい」と言っていただけてスタッフからも笑顔がこぼれます。

2018年5月6日(日)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

宿泊施設のゴールデンウィークは、実質、昨日で終わりになりますので最後の夜をクラフト教室でお楽し
みいただくようにしました。
大成荘のクラフト教室は、夕食後の手慰みに思い出のひと時を過ごしていただきたいと、季節の題材を
モチーフに不定期で行っています。昨夜は講師の都合がつきましたので、短冊に折り紙でつくった鯉の
ぼりと花菖蒲をあしらってこどもの日を祝いました。
参加していただいたのは小学生以下のみなさん。保護者の皆さまも入って賑やかに夕食後を過ごしてい
ただきました。

2018年5月5日(土)　　 道の駅南きよさとの恒例子どもの日イベント

このイベントのハイライトは、田んぼの泥んこの中を親子で挑戦する「泥んこカヌーレース」、そして鯉の
つかみ取り。ぜひ参加して存分にお楽しみください。

2018年5月3日(木)　　 菖蒲湯に浸かって「森のおはなし会」を楽しむ

今夜から５日まで、３日連続のしょうぶ湯でお楽しみいただきます。
そして、夕食後のひと時を、地元のお話の会「こだま」の皆さんが毎年、「森のおはなし会」を開催してくだ
さいます。毎年、新作を引っ提げてお話や大形絵本の読み聞かせ、口述などで楽しませてくれます。

2018年5月1日(火)　　 花が目立ちますが、わき見運転厳禁です！



ゴールデンウィーク、車で外に出て走る機会が大変多くなります。
そして、この時とばかりに道路端のあちこちに魅力的な花々が、撮ってほしいとばかりに咲き誇っていま
すので、ついつい目が花々を追ってしまいますが、わき見運転は事故の元、厳に慎んで安全運転に徹し
てください。



2018年6月22日(金)　　 八ヶ岳主峰、赤岳２題

今日は花金。梅雨の 中にとても良いお天気にめぐまれました。
せっかくの週末を大成荘で過ごすのもとても良いと思います。麓では「ホタルまつり」を行っている所もご
ざいます。
木々の葉も力強い深緑に変わっています。写真をお好きな方には、この季節もたまらない題材がたくさ
んございます。
八ヶ岳主峰赤岳の沢に残る雪もだんだん少なくなってきました。シャッターチャンスはあと少しです。

2018年6月22日(金)　　 七夕まであと２週間

梅雨の 中ですが今日は暑いくらいの好天です。
例年、７月７日は梅雨明けが待ち遠しい頃で、なかなか天の川を見ることができません。
それでも皆さんそれぞれに希望はたくさんお持ちでしょうから短冊にたくさん願い事をしたためて夢をつ
ないでおられます。
今年もあと２週間でその時を迎えます。夢の続きを短冊に記して願いがかなうように期待しましょう！
晴れれば大成荘の上にも美しい天の川が横たわります。月明かりのないときを狙って挑戦してみてくだ
さい。

2018年6月21日(木)　　 沈みゆく夏至の太陽

今日は二十四節季の夏至です。
あとは何の説明も要らないですが、あえていうならば１年で昼間が一番長い日です。
それでも太陽はやっぱり沈みます。雲間から零れ落ちて２本の木に支えられている太陽を１枚パチリ。
華やかな夕焼けでした。
（写真をクリックすると拡大されます。）

2018年6月15日(金)　　 消防訓練その２



昨日の管理人会の訓練に続いて今日は、大成荘の従業員を対象にした消防訓練を実施しました。昨日と同様に
手順を覚えるのではなく体に染み込ませて、自然に湧き出て来るようにしておかないと、いざという時に役立ちませ
ん。これからも訓練を繰り返してお客様の生命・財産を守るために 善を尽くしてゆきたいと思います。

2018年6月14日(木)　　 地区の施設の管理人会で実施する消防訓練

春と秋の２回、学校寮地区の管理人が集まって実施する消防訓練が、地区を所管している消防署のご指導をいた
だいて実施されました。
普段、それぞれの施設ごとに実施している訓練の延長線上にある合同訓練ですが、やってみればなかなか手順
通りに上手く行うのは、難しいものです。
ですから、万が一に備えて繰り返し繰り返し訓練をすることが大切です。
今日は、防災屋さんのサポートもあって管理人ばかりでなく各施設の関係者も参加して実施されました。
署員の方のご説明から始まって、放送・消防署への通報、避難誘導、お客様の安全確保について訓練をしました。
引き続いて初期消火に必要な消火器取扱い訓練。また、地域防災に欠かせない屋外消火栓の取り扱い訓練も実
施して終了しました。
願わくば、この訓練が実際に役立つことのないように予防に努めたいと思います。

2018年6月7日(木)　　 美しの森は花盛り

昨日の雨で洗われたように空気が澄んで、青い空に浮かぶ雲の合間に見える山々。とても綺麗でした。
そして目の前にはツツジの花が満開に咲いています。平日ですが観光客の方もみえていました。「こん
にちは！」と、声をかけあいながらすれ違う。和やかですね。小学生、中学生も移動教室、林間学校等で
来てとても元気に登り下りしていました。こちらも元気をもらえます。美しの森の上の売店までツツジを楽
しんで、そこからもう少し行くとクリンソウの群生地があります。クリンソウも丁度今満開となってかなり広
い範囲で濃いピンクの花を咲かせていて、見ごたえがありました。是非皆様もちょっと足を伸ばして見に
行かれてみてはいかがでしょうか。

2018年6月5日(火)　　 後の学校をお見送り

今日も好天ですが薄い白い筋状の雲も見られてとても美しい空が広がっています。
今朝で５年生の皆さんとお別れかと思うとちょっとセンチな気持ちにさせられますが、従業員一同でしっ
かりとお見送りをさせていただきました。
これからは他市の学校の皆さまが時々お見えになられたり、週末に市民の皆さまをお迎えすることが団
体のお客様をお迎えするメインとなります。



６月を迎えて草の勢いがとてもよいですので、先ずは散策路の草刈や敷地周辺の草刈・整備に汗を流し
たいと思います。
平日にのんびりとお寛ぎいただくお客さま大歓迎でございます。
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・ＰＨＳからもどうぞ。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１

2018年6月4日(月)　　 小学５年生移動教室 終校平山小学校

今年度 後の５年生の移動教室は、絶好の好天に恵まれて活動も順調に進んだそうですが、酪農家の皆さんも牧
草の刈り入れに汗を流す時期です。出勤途上で、牧草を刈ったあとのまとめの光景が大河のうねりを感じさせるよ
うな光景に出合いましたので１枚撮りました。皆様はこの写真から何を連想されますか？
さて、平山小のみなさんが到着された時にはとても賑やかな蝉しぐれが降り注いでいました。先にもご紹介したハ
ルゼミの賑やかな声です。
やがて日も暮れて楽しい食事の後はこれまた楽しいたのしいキャンプファイヤーです。歌・ゲーム・ダンスと一気に
盛り上がりましたが、それでも炎はだんだん小さくなって今日一日を静かに振り返るときが来て、やがて鎮火。その
頃上空は満点の星空。西に傾き始めたしし座、昇り始めたさそり座、そして天上には大熊座からうしかい座を経て
おとめ座・カラス座に伸びる春の大曲線。
そして圧倒的な光を放つ木星が５年生のみんなを大歓迎していました。

2018年6月3日(日)　　 今年もまた・・・

ギンリョウソウが姿を見せてくれました。貴重な植物で、これまで気づかずにいたのか分かりませんが去
年の場所に白い姿で顔を出しました。光合成をする葉緑素を持たない珍しい植物です。
大成荘での構内歩きはこんな楽しみもあります。
（ちょっと足を伸ばして、八千穂自然園の小群落は素晴らしかったです。今、自然園もツツジの季節。シラ
カバ林ととても良くマッチして美しい光景を作り出しています。）

2018年6月2日(土)　　 金星と木星を見ていただきました

雲の切れ間から金星が見えていましたので「欠けた金星」を見ていただくことにしました。見始めてからそ
んなに時間が経過しないうちに林の陰に隠れてしまいました。そのころちょうど、木星が見えるようになっ
てきましたので、対象を木星に切り替えてご覧いただきました。
今夜はちょうどガリレオ衛星も４個見えて、小型の望遠鏡で見るのにはちょうど良い木星でした。衛星を
見て歓声が上がったりして夕食後の短いひと時をお楽しみいただきました。

2018年6月1日(金)　　 ６月になりました



昨日は雨。それでも昨夜は、南平小学校の皆さんは夕食後のキャンプファイヤーを楽しむことができまし
た。
今朝は昨日とは打って変わって抜けるような青空です。そして気温の上昇とともに春ゼミがとても賑やか
に鳴いています。
木々の緑もだんだんと濃さをまして初夏の装いを醸しています。
移動教室も残りあと１週間を残すのみとなりました。そしてまた、いつもの静かな大人の時間の平日に
戻ってゆきます。
あんなに真っ白に咲いていたズミの花も盛りを過ぎました。大成荘では今、ワタゲカマツカが盛りを迎え、
ヤマボウシが咲きはじめましたがその花はまだ薄緑色です。これから真っ白になって秋にはかわいい赤
い実へと移ってゆきます。ワタゲカマツカも赤い実をつけます。
美し森まで足を延ばすとツツジが満開の時を迎えています。頑張って山頂まで行くと３６０度のパノラマが
楽しめます。それから少し奥へ行くとクリンソウの小群落を楽しむことができます。

ご宿泊のお問い合わせ・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・ＰＨＳからもどうぞ。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１



2018年7月23日(月)　　 炎暑の下での見てある紀

暑中お見舞い申し上げます

連日の猛暑ですが、木陰を吹き抜ける優しい風はとても爽やかです。
今夏初めてのミニ植物観察会を開催いたしましたところ、ご家族でみえておられた方が参加してくださいました。見
慣れた花も角度を変えてみれば単に美しいだけではない新たな発見もあります。
秋の収穫が楽しみなサルナシの実も見つかりました。足元近くの雑草の中にも高原ならではの花も見つかりまし
た。
お時間ございましたら是非、ご参加くださいませ。

2018年7月20日(金)　　 出勤途上で今朝は４０頭超

いつもの牧草地にたくさんのシカの群れ。散らばっているので写真にする小さくなりすぎて判別できなくな
りますので群れているとこだけ引き寄せてみました。
今朝は見える範囲だけでも４０頭を超えていました。
駆除しなければならない一方でこの放置状態には管理状態に疑問をいつも感じます。
そして時には１００頭を超えるのではないかと思えるようなときにも出くわします。

2018年7月17日(火)　　 汗をかいたら水分と塩分を！

口に出しても涼しくはならないのですが、暑いです！
それでも木陰に入れば涼しいですし、夜になればなおのこと、日野市内の暑苦しさとは比較になりませ
ん。
それでもちょっと暑さを感じましたら窓を開け、換気扇を夏モードで運転していただければ涼風を呼び込
むことができます。
正午過ぎには真っ白な入道雲（積乱雲）が大成荘の背景を作ってくれましたので１枚。草地の片隅には
ヤマホタルブクロが佇んでいました。また、クサフジが今年はとても賑やかです。
それからご報告。昨日から大成荘の草地を守る会の方が草地の様子を窺いに１泊され、暑い中で草地
に手を入れて下さいました。これから暫く、草地に咲く山野草がたのしめそうです。

2018年7月15日(日)　　 お久しぶり！　木星さん・土星さん。



豪雨の後は猛暑日の連続です。そして夕立。
おかげで夜はとても過ごしやすく、お子様連れのお客様は、花火に興じる姿も何組かいらっしゃいまし
た。その中に望遠鏡を持ち出して木星をご覧いただきました。今夜はガリレオ衛星が片側にお行儀よく
整列していました。そのあとは方向を土星に変えて特徴的な「輪」をお楽しみいただきました。

2018年7月15日(日)　　 下界の猛暑、何するものぞ！木陰は快適！

今日も猛暑が続いています。
それでも木陰は何と心地良いことか・・・。
昼下がりだというのにお客様のなかには午睡を楽しむ方も。
標高１４００メートルの涼風は格別です。

2018年7月13日(金)　　 あしたはグランドオープンです

あの清泉寮のジャージーハットが改築を終えてグランドオープンを迎えます。
今日は工事の方々も慌ただしく最後の仕上げに汗を流しておられました。
建物は今までの施設よりもグーンと大きくなって売店もホールも一段と魅力的になっていました。足湯は
勿論これまでと同様に無料！です。ホールから富士山を眺めながら食べるソフトクリームもよろしいです
が、足湯に浸かりながらの富士山も絵になります。
ただ一つのご注意は、ソフトクリームを落とさないようにすること。
それが足湯の中だったりしたらそれこそ大変。
おいしいものはお腹にしっかり仕舞い込みましょう。

2018年7月11日(水)　　 楽しみは、みんなで入るお風呂と食事

今日から２泊で特別支援学校の皆さんが宿泊されて活動します。
移動教室の楽しみの一つは何と言っても食事です。
お風呂も終わって食堂の準備も着々と進んでいます。
もうすぐ皆さんの「いただきます」の声が響いてくることでしょう。
しっかり食べて良く眠り、明日の活動に備えてください。

2018年7月7日(土)　　 七夕で一句



折角の七夕ですが生憎のお天気が続いています。そればかりか豪雨で犠牲になられたり住まいに甚大
な被害を被られた皆様には心からお見舞い申し上げます。
大成荘では久しぶりに折り紙で作るクラフト教室を開催しました。
参加してくださったのは可愛いお嬢さんが二人。お父さん・お母さんも加わって夕食後のひと時を「折り紙
でスズラン」を折って、七夕ですから短冊にあしらっていただきました。
さあ、お二人、どんな願い事をしたためますか？

2018年7月2日(月)　　 白い花、白い雲

今年は異例の早さの梅雨明けで、６月には梅雨明け宣言が出されれました。途端に水銀柱もうなぎ昇り、暑さもひ
としおです。
そんな大成荘にも夏らしさが一気に訪れて足元や梢に白い花が咲き、見上げる空には真っ白な入道雲がモクモク
と大きさを増してゆく光景を見ると、本格的な夏の到来を感じます。
暑さも感じますが一歩木陰に入れば爽やかな涼風が頬を撫でてゆきます。
この爽やかさは標高１４００メートルの高原ならではもので、何ものにも換えがたい天然のクーラーです。
夏休み期間中も所々に空室がございます。
お時間とれましたら是非、足を延ばしてみてください。

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。携帯電話からもご利用いただけます。



2018年8月26日(日)　　 久々に吐竜の滝

時間の都合もあったりしてここ数年様子を窺いに足を運んでいませんでしたが、今日はふとどんな様子
か行ってみることにしました。
高原道路からのアプローチ道路も所々にしっかりした待避所ができて、自動車で行くのにも安心して行く
ことができるように道路整備が終わっていました。
さすがに今日は日曜日とあって、駐車待ちの車が数台いるほど賑わっていました。
駐車して滝に向かう林内にはミズヒキやキンミズヒキをはじめとしてかわいらしい山野草が出迎えてくれ
ます。
ほとばしる水しぶきは涼味満点。滝の前にはカメラを構える人、冷たい水に手を入れてはしゃぐ人、それ
ぞれに高原の涼しさを満喫していました。滝の脇で咲くオタカラコウはちょっと盛りを過ぎましたが、滝の
アクセントとしてカメラに収まっていました。
滝までは駐車場からゆっくり歩いても１５分ほど。ぜひ訪れてみてください。

2018年8月25日(土)　　 きれいな青空がかえってきました

台風が去って漸く抜けるようなきれいな青空がかえってきました。と、思ったら東京はまた猛暑日がか
えってきたとか・・・。
高原はこれから日々の移ろいが楽しみな季節です。夏から秋の山野草。急ぎ足で変化してゆく広葉樹の
黄色や赤。東沢橋（赤い橋）の駐車場から赤岳をバックにした渓谷の紅葉を見て「ローザンヌだ！」と感
嘆の声をあげていた観光のお客様にお会いしたことがございます。そのようなときはせいぜい１週間くら
いの時間しかありませんので、ネット検索などで新しい情報を得て、ぜひお出かけいただけたらと存じま
す。
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・ＰＨＳからもどうぞ。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１

2018年8月24日(金)　　 台風は何とか無事に通り過ぎて行きました

県内では500ミリを超える雨量を経験したところもございましたが、清里は予想ほどの風雨はなく、おかげ
さまで平穏なうちに今朝を迎えました。
風もあまり吹きませんでしたので構内や道路に落ちる樹木の葉も殆んど無く、氾濫しそうになるせせらぎ
もあまり増水していませんでした。
今日は公民館の事業で、少年学級の皆さまがみえます。せっかくの機会ですので楽しい一日を過ごして
いただきたいものです。

2018年8月23日(木)　　 台風19・20号接近中



今夜から明日の未明にかけて台風が日本列島に接近、特に20号は列島を横断して日本海にいたる予
報が出ています。それでも予想コースを見ると清里への被害は少なそうな感じですが、用心にこしたこと
はありません。
今朝の出勤途中で見る南アは台風が接近中の独特な雲が山肌を覆っていました。
願わくはそっと静かに通り過ぎてほしいものです。

2018年8月21日(火)　　 月と土星が超接近

月の間近に土星が見えてはいるのですが、月の明るさに負けてちょっと見えにくかった様子でした。
それでも望遠鏡を通して見てみると輪がきれいに見えて誰でもが納得できる姿でした。
木星のガリレオ衛星もばっちりでした。
星座観察にはちょっと明るいかと思われましたが、逆に星座早見盤の絵とほとんど同じくらいの星の数
ですので、ある意味見やすいともいえる観望会でした。

2018年8月21日(火)　　 ジュニアリーダー講習会夏季キャンプ閉村式

あっと言う間の２泊３日でした。朝のテント撤収ではにわか雨になってしまいせっかく掃除したテントも濡
れてしまいました。天気のことだけは誰にも如何ともし難いことだけに、後ほど大成荘の従業員で保管で
きるように乾燥したいと思います。特に大きなけがや発熱もなく終了することができてほっとしています。
日野市に帰ってもここに参加した人とだけでなく、広く交流の輪を広げて日野の我がまちを背負う気概で
活動してほしいと思います。

2018年8月19日(日)　　 ジュニアリーダー講習会

毎年まいねんこの時期に日野市が実施しているリーダーを育成する講習会が始まりました。
参加者は皆さん元気に到着。開村式を済ませたら先ずは記念撮影から。そして休憩後は自分たちのお
家を建てる作業をします。それから夕食の支度とへと慌ただしい日程が組まれています。
作業をするのは共同作業ではなく協働作業で、とは施設長の口癖です。ケガをしないように周囲にも気
配りしてキャンプを存分に楽しみましょう

2018年8月17日(金)　　 大成荘は午後２時現在気温１９．８℃、湿度４１％



今日は朝からとても爽やかです。
気温が一気に下がって午後２時で１９．８℃しかありません。先日までの猛暑が嘘のように快適です。
このまま推移すれば夜には満天の星空が楽しめそうです。
出勤途中で八ヶ岳を１枚。そしてサンメドウズの１９００メートルからの眺望をお知らせしようと出かけまし
たら、建物の外にまで長蛇の列ができていましたのでそそくさと逃げ帰って来ました。
　あちこちの様子はだいぶ秋の気配に染まってきました。
　北八ヶ岳白駒池の紅葉は例年、１０月５～１０日頃に見ごろを迎えます。
一足早い紅葉をぜひ、お楽しみください。
（白駒池の駐車場は、土日には早い時間で満車になりますのでご注意ください。）

2018年8月17日(金)　　 そして夜は天の川を楽しむ

気温が下がって星空も絶好調で楽しめるかかと思っていましたが、途中から一気に雲が出てしまいまし
た。その上レンズにも露が付いたりしたので、写真も長く撮っていることができませんでした。お客様も寒
さのせいでしょうか？早々にお部屋に戻って行かれました

2018年8月15日(水)　　 戦没者の皆様を追悼します

戦後も７３年。だんだん戦争の悲惨さを語ってくださる皆さんも年々減少し、長い間の平和な生活が当然
のように、そしてこれからも当然ずっと永く続くであろうと漠然と思っている世代が多くなりました。
しかし、この平和な生活の礎は、先の大戦で多くの方々が生命を犠牲にされたうえに成り立っていると申
しても過言ではないと考えます。
本日、終戦記念日に当たって犠牲になられた皆々様を追悼し、新たな平和の誓いを立てたいと思いま
す。
そして今日は、戦前戦後を通じて日米の懸け橋として清里の地に偉大な足跡を残された故ポール・ラッ
シュ博士と、小河内ダム建設のために湖底に沈む故郷を断腸の思いで去って清里に入植された開拓民
の農業指導者として、私財を投げ打って指導に当たられた安池興男氏の偉業のお話を知っていただく機
会と致したいと思います。

2018年8月14日(火)　　 大成荘の夜を楽しく「森のおはなし会」

地元のお話の会「こだま」の皆さまが一生懸命に新ネタを探して稽古をした結果を披露してくださる、お話会を今夜
も実施していただきました。実写版大型紙芝居？？（人形劇）などを行うにあったては、小道具を毎回手作りされて



披露してくださいますが、今回の大蛇も素晴らしい出来栄えでした。また新しいお話をたくさん聞かせていただきた
いと思います。ありがとうございました。

2018年8月14日(火)　　 昨夕の豪雨は国道を一時、通行止めにしました

予報では、北杜市は１時間に５９ミリの猛烈な雨、とのことでしたが大成荘でもチェックインの真っ最中に
どしゃ降りとなって、到着されたお客様も戸惑っておられました。
傘をさしても飛び散る雨で防ぎきれないような勢いでした。
そのような豪雨でしたので国道１４１号長沢地内で土砂崩れが発生して一時、通行止めにもなりました。
災害が割と少ない地域ですがやはり、災害は忘れたころに・・・、の例えのとおり十分に注意をいたしま
しょう。

2018年8月13日(月)　　 ミニ植物観察会

私が自宅を出る前にNHKのBSプレミアムで「岩合光昭の世界ネコ歩きミニ」という番組が放送されていて
とても興味深く見させていただいています。この番組のミニ、という所に近づきたいと思ってはいるのです
が同じミニという文言を使ってもそのあまりにも違うことにちょっと萎えてしまいます。
が、お客様が少しでも清里の自然を楽しんでいただけたらと、気を取り直して構内巡りに出かけてみまし
た。
　今朝のお客様はお母さんとお嬢様が3人。既に峠を越えたもの、これから旬を迎えるもの、それから
ひっそりと実を付けているもの。
　小さな構内ですがそれぞれに生命を美しく輝かせています。
　お時間ございましたら是非、ゆっくりと構内や近くの道端を見つめてみてください。
　きっと、新しい発見があることでしょう。

2018年8月13日(月)　　 夕べは残念ながら小雨～曇天でした

この時季、星を見たいのですがなかなか晴天とゆきません。ペルセウス座流星群極大日もここ10数年の
うち晴天に恵まれたのは1回だけだったと記憶しています。
昨夜もやはり、宵のうちに小雨、その後は厚い雲に覆われて日付が変わる頃も曇天でしたので観望を諦
めてお布団へ。
今夜にもう一度期待したいのですが、外では今、雷鳴が聞こえました。
（どこかで見られた写真がネットに掲載されているかも知れません。インターネットで探してみてくださ
い。）

2018年8月13日(月)　　 天気予報、北杜市１時間に59ミリの猛烈な雨

１６：３０分。現在、猛烈な勢いで雨が降っています。雷鳴も何回か聞こえてきました。
到着されたお客様は、この雨に戸惑っておられます。
願わくは「停電しないで欲しい・・・・」。　声にならない設備管理者の声です。



2018年8月11日(土)　　 国立天文台「野辺山宇宙電波観測所」　特別公開まであと２週間

夏休みの宿題もラストスパートのころ、今年も８月２５日（土）に天文台が特別に一般公開されます。いつ
もは構内を見て歩くことだけしかできませんが、この日は特別に研究者の方々がお仕事をされる室内に
まで入れていただけます。天気が良ければ４５メートルパラボラアンテナにも直接触れさせてもらえます
し、いろいろな専門的なお話も伺うことができる絶好の機会となっていますのでぜひ、訪ねてみてくださ
い。
パラボラアンテナの仕組みも目で見て理解できるような展示もあります。
ただし、マイカーでの訪問はできません。近くの借り上げ駐車場から無料シャトルバスが次々運行されま
すのでご利用ください。また館内は上履きも必要ですのでお忘れなくご持参ください。
参考までに過去の公開日の写真を掲載しておきます。
詳しくはホーム・ページを参照してください。
https://www.nro.nao.ac.jp/visit/open2018/open2018_top.html

2018年8月10日(金)　　 一中地区育成会

心配された台風でしたが列島をかすめるだけでしたので清里は何事もなかったように育成会の活動に全力傾注し
ています。
今年は日程の都合で参加者が少なくこぢんまりとまとまった活動をしています。
清里駅から大成荘までは徒歩です。途中、清里の森で昼食をとりますが、暑さに負けないでみんな元気に到着し
ました。
休憩して一息ついたら夕食の準備にかかります。メニューは勿論、定番のカレーライス。今年は特別おいしいカ
レーが出来たそうです。そしてキャンプといえばキャンプファイヤー。
楽しく歌い、踊り、ゲームを楽しんだ後はみんなで花火大会。元気に一日目のプログラムを終えました。

2018年8月9日(木)　　 ちょっとお立ち寄りください

大成荘は、おかげさまで台風１３号の影響は全く無く、平穏な朝を迎えました。
国道１４１号、高根消防署のはす向かいの貯水池の堰堤の上から、稲絵アートが見られます。
今年の題材はヤマネです。台風が接近中ですので昨日、稲に被害が生じない前に寄り道しました。
青空が戻りましたら、稲絵をバックに写真をどうぞ。インスタ映えするかも？？

2018年8月9日(木)　　 長崎原爆記念日



街が一瞬にして無くなってしまう原爆の悲劇を続けさまに体験した被爆国、日本。たくさんの方々の尊い
命が失われ、命は失わなくても死の恐怖にさらされた方々のことを思うといたたまれない気持ちにさせら
れます。私たちにできるせめてものことは、亡くなられた方々を追悼し、この悲劇を二度と繰り返さない平
和を確立することではないでしょうか。改めてご冥福をお祈りします。

2018年8月8日(水)　　 大成荘は未だ、平穏です

未明、雲は多いですが雨にはなっていません。
静かな台風などあるわけもないですが、なんとか大きな被害を出さないで過ぎて行ってほしいものです。
未だ雲間に火星や土星が見えています。

2018年8月6日(月)　　 平和の有り難さをかみしめる

今日は広島に原子爆弾が投下されて一瞬にして多くの方々が犠牲になられました。ばかりでなく、現在
もそのときの影響で健康を害する方々がおられます。大成荘ではその犠牲になられた多くの方がたを半
旗を掲揚して追悼いたしました。
日が暮れて夕食を終えられたお客様が庭に出て花火に興ずる姿が平和の尊さを物語っています。
明日も明後日も、そして恒久平和を祈りたいと思います。

2018年8月4日(土)　　 青年学級の皆さまの毎年のお楽しみ

学級生の皆さまとスタッフの皆さまの毎年のお楽しみが始まりました。
先発隊のスタッフの皆さんは忙しく昼食の流しそうめんの準備をしていました。
そうめんを茹でる人、そうめんを流す樋のセッティング、具材やつゆの準備等々忙しく走り回って大汗を
かいていました。
そしてバスが到着して楽しいそうめん流しが始まりました。
レクをしたりしながら楽しみしていた夕食は例年の特別なカレーバイキング。
薄暮の頃から始まったキャンプファイヤーから花火への一連の流れに沿って楽しい時間は瞬く間に過ぎ
て、終わるころには南東の空から真っ赤な火星も仲間入りしました。
お風呂に浸かって楽しい夢を見てください。
おやすみなさい。

2018年8月3日(金)　　 「天の川」観望会



おまけに「火星」と「土星」と「木星」と。
８時過ぎまで曇っていましたがそれから一気に雲が切れて満天の星空が広がりましたので、館内放送を
通じて天の川観望会を開催しました。
天の川を見るのには少しでも暗い環境が大切ですので、今夜は屋上を開放しての観望会となりました。
涼味満点の涼やかな星空観望会になりました。
先日大接近したばかりの火星も南東の空に存在感を誇示するように輝いていました。
せっかくですので望遠鏡も取り出して土星も見ていただくことができました。

2018年8月2日(木)　　 空には秋の雲と夏の雲が・・・

暑いあついと言っても、そこは高原、木陰を渡る風はどことなく秋の気配を感じさせます。
そしてあちこちで秋の花、ハギが咲いているのを見かけるようになりました。
７月３１日は火星大接近のイベントがありましたが、大成荘の上空に全く星は見えず、残念な結果に終わ
りました。
今日は快晴に近い好天に恵まれて、薄っすらと筋雲がたなびき、目を別の所に移すと積乱雲が発達中
で夏と秋が同居しているような光景を見せていました。



2018年9月28日(金)　　 川俣渓谷に色の変化が

昨夜、雲の切れ目から火星がやぎ座に接近してきているのが短い間でしたが見られました。
そして今朝は、久しぶりに青空に恵まれましたので、通勤途上に八ヶ岳高原大橋のたもとの駐車場から
眼下の川俣渓谷から八ヶ岳に目を移してゆくと夏色から秋色に変化を始めたのが分かります。これから
どんどん変化して、渓谷の両岸に見られる落葉松林が黄金色に変化してゆくのが見られます。また上流
の東沢橋から眺める黄葉も見ごたえがあります。最盛期は１０月２０日ころから１１月初めのころまで楽し
めます。
吐竜の滝の所の紅葉と滝の組み合わせもとても良い被写体かと思います。
写真が分かりにくいので写真をクリックしていただくと少し、拡大できます。

2018年9月24日(月)　　 雲の合間から中秋の名月

月に叢雲（むらくも）の言葉通り今夜の十五夜は厚い雲が流れる中での月見となりました。
なかなか綺麗な姿を見せてくれませんでしたがそれでも、ほんの僅かな時間ですが姿を現してくれました
のでお客様もご覧いただけたと思います。
コンパクトカメラのデジタルズームで一杯に大きくしてみましたが、望遠鏡での画像には遠く及びません
が、今日十五夜の月を撮ってみました。
そして、明日は満月です。中秋の名月が満月ではない、不思議な感じです。

2018年9月23日(日)　　 十五夜イブ？

と、勝手に言ってみましたがそのような呼び方は無さそうです。
ご存知、月の呼び名はいかにも繊細な日本人ならの呼び名がありますので、月を愛でる風流をちょっと
振り返ってみると、十三夜、小望月、満月（望月）、十六夜（いざよい)、立待月、居待月、寝待月、更待月
などというそうです。さぁ、その月齢は？
写真は今宵薄暮のころに昇ってきたお月さまです。

2018年9月21日(金)　　 24日は十五夜。そして10月になればハロウィーンでウキウキ



芋名月にお供えするサツマイモを試し掘りしてみました。夏の太陽を浴びてさぞかし大きくなっているで
あろうと期待したのですがまだ、期待のほどには大きくなっていませんでした。山葡萄に期待して高枝切
り鋏を持って出かけてみましたらこちらは、ほぼ期待通りのものを手に入れることができました。せっかく
美し森交差点まで出かけましたので、ヤマラッキョでも咲いていないかとキョロキョロしてみましたが、見
つけることができませんでした。参考写真は昨年のものです。
そして大きな団子を作って名月を迎える準備を整えました。もちろんススキも供えて。
一方、ちょっと気の早い飾りになりましたが、大成荘のミニハロウィーンも出して一度に二つを楽しめるよ
うにしてみました。

2018年9月16日(日)　　 ひとときでしたが青空が戻りました

すると、ロビー前の草地ではお日様を待ちわびていたリンドウが早速、花を開かせました。その開花を
待っていたかのように、小さな虫達やハチが蜜を求めてやって来ます。オミナエシやアキノキリンソウに
も小さな虫たちが群がるように集まってきていました。
通路脇のエノコログサ（猫じゃらし）に目を移すと、今朝がたまでの雨の名残りで穂に小さな水滴がたくさ
ん付いていて、それが陽光を浴びてキラキラと美しく輝いていました。それを写真にと思いましたがその
輝きまでもは上手く写し撮ることができませんでした。残念！
食堂脇のシラカンバの葉も薄く黄色味をおび、リョウブは一部の葉を落とし始めました。
華やかな黄葉・紅葉が始まるのにそんなに時間を要しないことでしょう。

2018年9月15日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

24日は十五夜。芋名月です。（でも、満月は翌日の25日だそうですからちょっと不思議な感じです。）
芋名月のいわれは多く里芋を供えるからだそうですが、清里辺りは薩摩芋も多く供えられています。
皆様のご家庭ではどんな飾りつけをされますか？
ところで十五夜といえば竹取物語の主人公「かぐや姫」のこともよく知られたお話しですが、物語のさわり
は誰でもが知っていますが、最後まで憶えていらっしゃる方は割と少ないように思われるのですが皆さま
いかがでしょうか？
前置きが長くなりましたが、今夜はその「かぐや姫」をモチーフに折り紙で月に帰ってゆくかぐや姫を作っ
てみることにしました。
今夜のお客様は小学生のお嬢さんがお二人。時々お母様の手助けをいただきながら食後の楽しいひと
時を過ごしていただきましたのでその一端をお知らせいたします。
（クラフト教室は講師の都合で不定期に行っていますイン・サービス事業です。）

2018年9月14日(金)　　 秋の花が増えてきました



朝夕と言わず日中も大分涼しくなって、大成荘の近辺には秋の花が順に咲いてきます。船のイカリに似
ているハナイカリは春に咲くイカリソウによく似ています。又、春に咲くキリンソウと秋に咲くアキノキリンソ
ウというように比べて見るのも楽しみです。ノコンギクも負けずと咲いています。爽やかな秋の高原をお
楽しみください。

2018年9月11日(火)　　 大成荘の草地を守る会

今日から３日間、大成荘では各種機械設備等保守点検および諸々の作業のために休館日をいただいて
います。お布団の乾燥も終えてまた快適にお休みいただけると思います。

先日もちょっと触れさせていただきましたが盛夏の頃から初秋にかけて女郎花（ｵﾐﾅｴｼ）や吾亦紅（ﾜﾚﾓｺ
ｳ）が見ごろを迎えます。ロビーからも草地に目をやれば、ススキや笹に囲まれながらも静かに佇んでい
る姿がとても清楚で美しい光景です。このままでは周囲の草に負けそうなので、と草地を守る会の皆さん
が手弁当で手入れに来てくださいました。
昨日は生憎の雨で作業はできませんでしたが今朝、東京に帰る前に一気に手入れをし、主役が少し引
き立つように調整してくださいました。会の皆さんに守られて大成荘の草地は心を癒してくれる自然に近
い姿を保っていられるのです。ボランティア活動ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたしま
す。
（写真が小さいので分かりにくいですが、クリックすると少しだけ大きくなりますので、おためしください。）

2018年9月10日(月)　　 少しずつ秋色

北海道の皆さまには心からお見舞い申し上げます。
テニスの大坂なおみ選手は札幌市民だそうですが、こちらは嬉しい、日本中が励まされるような快挙を
成し遂げてくれました。

今年は台風の当たり年なのでしょうか２２号が南西の海上を移動しています。
昨日ちょっと、晴れ間が見えましたがまた今日も雨模様です。
周辺の緑も心なしか秋色に染まり始めました。このようになってきますと高原の秋は超速で通り過ぎます
ので一気に秋が深まるようになります。高原の秋は一瞬の輝きを見せますのでどうぞ、その瞬間をお見
逃しなく。

2018年9月7日(金)　　 これから秋の花を楽しみましょう



草地の山野草は、なかなか毎年同じように花を咲かせてくれません。今年はロビーの前の草地にオミナエシが咲
きました。その周辺の笹の中にはリンドウがひっそりと佇んでいます。晩秋の日差しの強い日には紫色の花を咲か
せて私たちを楽しませてくれます。また同じリンドウ科のハナイカリもこれからです。またロビー前の草地に行く途中
にはアザミの中で最も大きな花を咲かせるフジアザミの株も開花準備中で、秋分の日の頃に花を咲かせます。
今、一般棟の前ではアサマフウロが薄紫色の花を精一杯咲かせています。写真をよくご覧いただくと金網のトンネ
ルの目を通ったものが咲いています。
この金網のトンネルは、鹿の食害を防ぐために止むを得ず設置しているもので、これが無いと春から初夏にかけて
シカに食べられてしまって枯れてしまうからです。建物の直ぐそばにまでシカは進出しているのです。改めて自然と
の共生の難しさを思い知らされます。

2018年9月7日(金)　　 今夜から食事も秋らしい雰囲気で

朝晩がめっきり涼しくなりまして、秋の風情が漂い始めました。
そこで、食事の雰囲気も秋らしいものにアレンジして提供を始めました。
秋といえば、秋刀魚、秋鮭、茸が定番の食材になりましょうか・・・。
そして今夜からこの秋のメニューをお召し上がりいただけるように準備いたしました。
詳細につきましては、トップページのお知らせから入ってご確認いただけます。

2018年9月1日(土)　　 皆様のご利用有り難うございました

大きなトラブルや事故もなく、40日におよぶ夏季の繁忙期を無事に過ごせましたのも、利用される皆様の
ご協力の賜と深く感謝申し上げます。
上陸もありそうな台風のいきなりの接近で9月の幕開けとなりました。
星を楽しみにされるお客様には、これからまだ火星が楽しめます。
今年の元旦、てんびん座にいた火星でしたが順行後一端逆行して地球に大接近ののち、9月には順行し
て山羊座の方向に進み、10月中旬には山羊座のど真ん中に移動して行きます。山羊座の方は10日頃に
は流星と一緒に見られそうです。
大成荘では今年、男郎花（オトコエシ）がちょっときれいです。背景の赤いツリフネソウと相まってとても良
い感じです。ちょうどキイロスズメバチが蜜を求めてやって来ていましたが、静かにやり過ごせばきっと、
刺されるようなことはないと思うのですが・・・。これからハチも凶暴になるのだそうです。十分にご注意
を！



2018年10月28日(日)　　 久しぶりに秋の吐竜の滝（どりゅうのたき）

夏、数年ぶりに吐竜の滝を訪れてみましが、その後の台風で滝の近くの散策路が洪水の被害に遭って
滝の近くまで通れない時がありましたので、情報収集を兼ねて出かけてみました。
稀に見る好天でありましたので、車がいっぱいで駐車待ちの車が数台いました。
市では応急措置を講じてくださいましたので、多少足場の悪いところがありましたが、滝の近くに行くのに
は大きな支障はありませんでした。
紅葉の具合はまさに今日がピークを迎えていたような感じでした。
皆さまもぜひ、お出かけになってみてください。

2018年10月27日(土)　　 今日・明日および11月3日のイベント

清泉寮の収穫感謝祭カンティフェアが早半月、地元での収穫祭もあちこちで行われていますのでその一
端をご紹介します。
①先ず本日と明日、あの鯉のぼりで有名な「道の駅南きよさと」で秋の収穫祭が開催されます。国道
１４１須玉インターと清里のほぼ中ほど。場所はすぐに分かります。

②第２弾は、日野市の小学校でも体験教室で利用される市民農園「高根クラインガルテン」が、明日１日
限りの収穫祭を開催します。場所は国道１４１を須玉インターで下りたら清里方面に走って急坂を上がり
きった先の信号で左折。案内に従って走れば分かりやすい場所です。

③第３弾は、１１月３日（土）清里「北甲斐亭」の１日限りの新そば祭りが開催されます。当日のメニュー
は、「もりそば」（６００円）のみとなります。天気が良ければ「三社参り」ウォーキングも開催されます。場
所は高根町清里２８９０番地１、お問い合わせ電話は０５５１-４８-５５４１です。

2018年10月27日(土)　　 星座観察にちょうど良い

今日は天気予報がズバリ的中して、朝は雨でしたがお昼前から晴れて暖かくなり、絶好の行楽日和にな
りました。夕食の６時ころに出た雲も８時過ぎにはすっきりと晴れあがりましたので、屋上に上がってお客
様と星空を眺めました。
たくさんの話題を提供してくれた火星ですが、もうしばらくすると逆三角形のやぎ座の囲みの中から外に
出てしまいます。その三角形の真ん中あたりの時をねらっていたのですが空がスッキリ晴れあがってくれ
ませんでしたので叶いませんでしたが遅ればせながら漸く今夜、希望した通りではありませんでしたが写
真に撮ることができました。

2018年10月25日(木)　　 広々と気持ち良く



さわやかな秋晴れで青空がとても美しく、大成荘のお客様は連泊の学校で貸切の２泊目、少し時間がと
れましたので、爽やかな清泉寮の様子を窺いに出かけてみました。
小学生の団体や観光客の皆様でとても賑わっていました。広々とした草原で子供たちは走り回りながら
友情を深め、大人の方は黄葉や四方八方の山を眺めて名前を言ったり写真に収めたりと楽しんでおら
れました。ゆったりと時間が流れて心も落ち着くようでした。また、ちょっと涼しくなりましたが清泉寮の代
名詞となっている美味しいソフトクリームもお楽しみの一つですね。
それから「ふれあいセンター」では来週の月曜日２９日まで、地元の写心（しゃしん）クラブのみなさんの
力作が展示されていますのでぜひ、足を運んでみてください。素晴らしい作品が並んでいました。学校寮
で紅一点の管理人さんの作品もあります。

2018年10月25日(木)　　 楽しみにしている夕食がはじまりました

好天に恵まれて暖かな一日でした。
一日の校外学習を終えた生徒たちは先ずはお風呂で疲れを癒し、落ち着いたところで夕食が始まりまし
た。みんなの嬉しそうな、楽しそうな顔がその食事の満足度を表しているように見えるのはおもてなしす
る側の目だけではないと思うのですが・・・。
明朝食はバイキングです。中学生は食べ盛りの年頃です。
バイキングは好きなものを好きなだけ・・・、と誤解している人がいますが、いろいろなものをバランス良
く、そして自分が食べられるだけを食べるコントロールできる心を養うのも学習です。腹八分目、美味しく
食べて健康に！

2018年10月24日(水)　　 とても暖かくて活動しやすい一日でした

学校寮地区には山梨県が各施設のためにバスの駐車場も準備していますが、そこのカエデが紅葉して
木々のもみじ競艶の様相を呈していました。
そして大成荘では今日から2泊で特別支援学校の皆さんの移動教室が始まりました。
みなさん元気に到着してお風呂から夕食へと流れは進みますが、食事を除けばみんなでのお風呂や宿
泊はなかなか体験できません。この機会が楽しい体験の場でありますよう、わたし達も一生懸命おもて
なししたいと思います。

2018年10月22日(月)　　 紅葉もあります

大成荘周辺の木々は黄葉するものが多く、八ヶ岳を黄色く飾ると雄大で素晴らしい景色となります。赤く



紅葉するものは少なめですが、赤い橋・まきば公園を通り過ぎて、天女山入口の信号を少し下ると真っ
赤なカエデやモミジの紅葉を見ることができます。もう少しすると燃えるような赤いトンネルをくぐる状態に
なります。お楽しみください。

2018年10月21日(日)　　 一日中快晴でした

昼は黄葉。久しぶりに八ヶ岳のビューポイント、平沢峠の獅子岩まで出かけてきました。
大きな駐車場は八ヶ岳の眺望を楽しまれる方や飯盛山へのハイキングのお客様の車で満室になってい
ました。
気温が低いせいもあって今夜も快晴です。
が、残念なことに？今夜は十三夜で月が大きく、見える星の数は少なくなってしまいました。
せっかくの良いお天気ですので、やぎ座の中に見える火星を狙ってみましたが難しかったです。漸く何と
かそれらしく星座を結べるのがやっとでした。
そして、サンメドウズ清里スキー場では今夜、照明のテストを始めて、空が黄色くなりました。
（写真をクリックすると少し大きくなります。）

2018年10月20日(土)　　 抜けるような青空が欲しい！

今朝、自宅を出たとき八ヶ岳は良く晴れていましたが、清里に近づくにつれて一気に雲が湧き上がってき
ました。あの感じはスキー場で雪作りの時に出来る雲です。どこかのスキー場でスノーマシンのテストで
もしたのかと思いました。
止むを得ずお昼休みにちょっと出かけてみましたが、雨もパラパラしてきて少々絵になり難かったです。
戻る途中でキャンプ場の落ち葉を撮り、大成荘に戻ってロビーからの光景を１枚。もう直ぐ一斉に葉を落
として冬景色に変身します。

2018年10月17日(水)　　 今朝の川俣川東沢の光景

やはり紅葉・黄葉は青空がとても似合います。
通勤途上でちょっと回って寄り道してみました。
時間も早かったせいで未だどなたもいらっしゃいませんでしたので、黄葉を独り占めでした(^^)/~~~

2018年10月17日(水)　　 管理人会の救命講習



今日は清里学校寮地域での各寮の管理人を対象にした救命講習が実施されました。
これから寒くなりますので健康管理も大変です。
標高が1300～1400メートルにあります学校寮は、標高の低い都会地に比べると気温差が10℃以上あり
ますので体調に不測の事態が起こることも十分考えられますので、不断の訓練が必要ですが、願わくは
この訓練が無駄に終わることがお客様には一番良いことです。

2018年10月16日(火)　　 富士山の麓から雪化粧宣言

甲府地方気象台では甲府市から目視で冠雪したと既に発表していましたが、富士山の麓では漸く雪化
粧したとの宣言が出ました。富士山から遠い清里でも今朝は雲が多くて残念でしたが、雪化粧した富士
山をはっきりと見ることができました。
目を八ヶ岳の方に向けると東沢橋の黄葉も日一日ごとにその色合いを増しています。

2018年10月14日(日)　　 フジアザミ満開

今朝の気温は10℃を切っていよいよ暖房が必要な時を迎えました。
大きな葉、そして大きな蕾をつけていたフジアザミ。お彼岸の頃から咲き始めてちょうど満開（か、ちょっと
峠を越えたくらい）のときを迎えています。こんなに気温が低くなっても花には昆虫が蜜を求めて集まって
来ます。リンドウの花にもまた然りです。
わたしたちも、寒いさむいなどと言っていないで、自動車ではなく自分の足で紅葉狩りを楽しみましょう！

2018年10月13日(土)　　 今日・明日はポール・ラッシュ祭

心配された天気でしたが何とか雨にならずにすみました。今日は取材に行く時間が取れませんでしたが、例年の
通りたくさんの人出で賑わったことでしょう。
大成荘では先週に引き続いて、夕食後のひと時をクラフト教室「ムラサキシキブ」の壁掛け作りを楽しんでいただき
ました。
久しぶりに２テーブルを合わせて、みんなで和気あいあいと作ることができました。

2018年10月12日(金)　　 あした、天気になぁ～れ！



ずっと週末がハッキリしないお天気が続いてきました。
明日13日から2日間の予定で、八ヶ岳南麓最大イベント、ポール・ラッシュ祭“八ヶ岳カンティフェア”が開
催されます。
その準備が急ピッチで進められています。
晴れた日には清泉寮前の牧草地には思い思いに寝転んだり、食べたりおしゃべりを楽しむお客様で埋
め尽くされます。その周りにはいろいろなお店のテントも並んで、深まりゆく秋の一日をご堪能いただけま
す。

2018年10月12日(金)　　 キャンプ場は落ち葉のじゅうたん

キャンプ場のミズナラをはじめ、木々が葉を落とし始めて場内は落ち葉のじゅうたんで埋まりました。天
気が良ければ、歩くと乾燥した落ち葉がカサカサと音を立ててとても風情がある散策が楽しめます。
また川俣川東沢橋の駐車場からの眺望は、八ヶ岳を背景にしてインスタ映えすること請け合いなのです
が、今年は橋の補強工事に入っていますので、橋の処理にひと工夫が必用ですが、一見の価値ありで
す。

2018年10月6日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

あちこちでムラサキシキブの実が、その名のとおりに濃い美しい紫色に輝き始めました。見過ごしてしま
いそうな小さな実です。たまには野山の道路端にも見られますが、お家の庭先にも良く見られる光景で
す。
今夜はそんなムラサキシキブを題材に、水引で小さな壁掛けを作ってみました。お客様は小学生のお嬢
様がお一人。ご両親も楽しそうに手伝ったり、写真に収めたり。夕食後の時間をご家族で楽しく過ごされ
ていました。

2018年10月6日(土)　　 キャンプのお客様は落ち葉を楽しみながら・・・？

台風２５号の影響でお出かけを取り止める方、天気予報を見て改めて予約される方、今日は準備のス
タッフに指示を出す方もそれを受けるスタッフも頭が混乱しそうに目まぐるしく変わりました。
夕食が始まって３０分、漸く落ち着きを取り戻せそうです。
清里は黄葉が多いのですが、キャンプ場の様子は毎日変化してゆきます。今日からのお客様はきっと、
明朝目覚めて落ち葉の多さに驚かれると思います。一面落ち葉の絨毯で埋め尽くされるのはもう間もな
くです。



2018年10月5日(金)　　 近くをちょっと歩いてみる

昨日から「日野青い鳥福祉会」のみなさんが2泊で活動しています。昨夜はキャンプファイヤーの予定でしたが生憎
の雨模様で中止せざるを得なくなりました。せっかくの機会ですので今夜はみんなで楽しく過ごしていただきたいと
思います。
朝、近くの林の中を覗いてみました。日々いろいろな秋が楽しめますので是非、お出かけいただけたらと思いま
す。

追記
待望のキャンプファイヤーできました(^^)/~~~

2018年10月4日(木)　　 秋色探索

また天気がはっきりしません。
またまたの台風は２５号。週末型台風とでも言いたいくらい、観光地泣かせの台風群です。そのような天
気の巡り合わせですが、秋は確実に一日一日近づいてきています。
台風の強風のせいもあってシラカバなどがかなり葉を落としてしまいましたが、構内散策路に足をちょっ
と踏み入れると、確実に秋が一歩一歩進んでいることを実感させられます。

2018年10月1日(月)　　 台風２４号が通り過ぎて

列島縦断の強い勢力の台風によって大成荘周辺も木々が折れて落ちていたり、水たまりがあちこちに出
来ていて嵐が過ぎ去った風景となっています。山梨県内でも風速４１ｍの強風を記録したところもありま
すが、被害にあわれた方々にはお見舞い申し上げます。一夜明けて今朝からは徐々に青空が広がり
八ヶ岳はきれいに洗い流されてすっきりとしていました。木々の葉も少しずつ色が変わり始めてきてこれ
からの変化が楽しみになってきました。



2018年11月29日(木)　　 クリスマス飾り

このところ例年より少し気温が高く、日中は過ごしやすい日が続いていていますが、朝夕はやはり冷たい空気が頬
に当ります。昨夜の雨降りは八ヶ岳には雪を降らせて今朝は白くなっていました。だんだん冬本番の季節となりま
すね。寒くても清里では冬のお楽しみが沢山あります。そして、お楽しみといえばクリスマス。いよいよ街にもクリス
マスソングが流れる時期になってきました。大成荘でも細やかにクリスマス飾りをして皆様のお越しを心からお待ち
申し上げております。お車もお洋服も冬装備で清里の冬を楽しみにお出かけくださいませ。

2018年11月28日(水)　　 降雪に備えて木橋の塗装

大成荘にはキャンプ場や炊飯棟の利用に際して通る木製の橋が３本あります。この橋は降雪が始まると
酷いときには来年の春ごろまで雪に覆われたままになりますので、腐朽防止のために防腐剤を塗布して
冬を迎えます。長く安全に使用していただくための措置です。橋、すなわち下を水が流れますので、塗料
が落ちて水を汚染しないようにしっかり養生して取り掛かります。

2018年11月27日(火)　　 冬越し準備も慌ただしさを増しています

風も無く静かで穏やかな日和になりましたので今日は炊飯棟で皆様が使われている固定のテーブル・
ベンチを来年もまた快適に使用していただきたく、塗装しました。明日は塗料が乾くと思いますので養生
シートで覆って、炊飯棟に関しては冬越しの準備を終えたいと思います。

2018年11月26日(月)　　 除雪車出動準備ＯＫ

冬支度もいろいろあってなかなか準備が進みませんが今日は、ホイールローダーにタイヤチェーンを取
り付けていつでも出動できる態勢を整えました。明日は公用車のタイヤをスタッドレスタイヤに取り換える
予定です。それから手掻きのスコップも必要です。従業員のうちには既に冬タイヤに交換済みの用心深
い者もいます。12月を前にして皆急ピッチで準備を進めます。

2018年11月24日(土)　　 通勤途上で冬を実感



八ヶ岳高原大橋の凍結情報の一つとして橋の両側に温度計の気温が表示されています。この温度表示
は、橋の上が凍結している恐れがあるから注意して走ることを示唆しているものです。例えスタッドレスタ
イヤを装着していても、魔法のタイヤではありませんから、ドライバーが安全の全てを握っています。
これからは路上に雪がなくても雨の後は最も危険なブラックアイスバーンが出現しますので、くれぐれも
ご注意くださいますようお願いいたします。これまでも四駆の方が往々にして最初に事故を起こす場合が
よく見受けられます。過信は禁物です。
途中で平沢山の霧氷が見られましたので、屋上から1枚撮りました。氷点下の気温といい、霧氷といい、
冬が実感させられる光景です。

2018年11月22日(木)　　 寒いはずです、赤岳に雪が・・・

今日は二十四節気の小雪です。降雪に備えて草地の刈り揃えや側溝の落ち葉の除去清掃を終えまし
た。
そして、除雪機の準備や落雪事故防止のバリアを設置する準備を始めました。
これからまだまだ、冬越しの準備で時間に追われる日が続きます。
朝のうちはそんなに寒さを感じないでいられたのですが、夕刻になって口々に寒い、さむいと言い始めま
した。それもそのはず、八ヶ岳にうっすらと雪が見られました。いつもより遅い初雪です。暗くなってから
空に雲も無く、丸い大きな月が寒々と輝いています。

2018年11月20日(火)　　 大成荘初氷

今朝はちょっと寒かったですので水たまりを見てみましたら２ミリほどの薄い氷が張っていました。初氷で
す。これからだんだん寒さも増してきますので、残りの草地の刈り揃えと、除雪機のタイヤチェーンの準
備を早く終えないとなりません。
皆様のお車の冬支度はいかがでしょうか。お越しの際には万全の準備をお願いいたします。
タイヤはご家族の大切な生命を乗せて走ります。

2018年11月17日(土)　　 ウサギさんつかまえた！

今夜は雲が無いのに星があまり見えません。お月様が大きくなってきたからです。そして今夜は「十日夜
（とおかんや）」です。話題になった火星もだんだん遠くなって行きますがまだ、暗い星で構成されている
山羊座やみずがめ座を見つける良い目印になっています。
十日夜は、地方により様々な行事が行われていますが、その伝承行事も都会地では大変少なくなってい
ることでしょう。



明18日未明にはしし座流星群が極大を迎えます。1時間に2個程度しか見られないようですが、明日は日
曜日ですし少し頑張ってみるのもよろしいかと・・・。

2018年11月15日(木)　　 寒い朝

今朝７時、大成荘の気温は０．６℃。夜明け前はもっと下がって氷点下だったと想像できます。甲府でも
初氷が観測されたそうです。屋外に駐車していた車のガラスには霜がしっかりと付いていました。
氷を確認できる水たまりが無かったので、今日の帰りにはボールに水を張って明朝の氷の様子を見てみ
たいと思います。
いよいよ凍結に注意が必要な時期になりました。

2018年11月12日(月)　　 いつもの高原大橋たもとの駐車場から

通勤途上の晩秋らしい景色を。
今朝はちょっと暖かめで面白い雲が見られましたので寄ってみました。
いつもの光景なのですがやはり、日々異なって見えますので、同じ道を往復していても新鮮な感動を覚
えます。それに四季の季節が加わると楽しみは無限大です。例えれば、富士山の写真を毎日撮りたくて
麓に越された方がいるそうですが、まあ、そんなものでしょうか・・・。

今朝は、八ヶ岳と南アルプスです。

2018年11月11日(日)　　 通勤途上で見る晩秋

自宅は、市営の高根総合グラウンドの近くですので、グラウンドの脇を通って通勤しています。
グラウンドの周りにはイチョウやサクラが植えられていますので春の新緑や花見、秋の紅葉や黄葉を横
目で見ながら通勤しています。また、集落内には珍し樹木や草花も植えられていて、田舎ならではの恵
まれた環境があります。
今日は、そんな中から今日はイチョウの黄葉と冬桜の花を見かけましので
お届けいたします。これからの紅葉は里山や甲府市内のほうへと移ってゆきますので、往復の道すがら
美しい晩秋の景色をお楽しみください。
但し、くれぐれもわき見運転にはご注意下さい。

2018年11月11日(日)　　 草地の冬支度・刈り揃え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



11月恒例の冬支度、来春に新しく伸びる草の芽を保護するために、枯れた草を刈り払って冬芽を覆ってあげます。
また来年も心和ませてくれるたくさんの山野草の花々を期待して。
そんな作業をしていて発見されたものをご紹介します。
クサフジの鮮やかな緑色の新芽、寒くなっても花を咲かせる逞しいタンポポ、そして瑞々しい？、艶やかなシカの
糞。こんな至近距離にまで鹿が現れるのは異常です。清里のシカは日中でも堂々と現れます。生態系に狂いが生
じている気がしてなりません。

2018年11月9日(金)　　 大成荘周辺は葉っぱを落とした冬景色

小降りですが冷たい雨が降って寒々しい景色になっています。
初氷・初雪の便りもそんなに遠くないときになりました。
それでも紅葉は東沢の赤い橋のところから標高を下げて、黄色い高原大橋の辺りが見ごろを迎えて、こ
の週末にはカメラの列ができることでしょう。明日は一日晴れの天気予報です。夜は長時間シャッターを
開けられるカメラの方は星空も楽しめそうです。山羊座の尾のところに火星がいますので、挑戦してみて
ください。

2018年11月1日(木)　　 学校寮地区は間もなく冬景色

大成荘の構内はほとんどの樹木が葉を落として冬景色の様相を呈してきました。
既に二十四節気の霜降も過ぎて寒さも一段と増してきました。地区内の県道を走ったり脇道に入ると、所
どころでまだ葉を真っ赤にして頑張っているカエデやモミジをみると愛おしくなります。これらの木々も間
もなく葉を落として長く厳しい冬に堪えなければならないかと思うと余計にそうです。
車を降りて写真を撮る際には周囲の安全確認に十分ご注意ください。

お客様からの問い合わせの中にもタイヤチェーンやスタッドレスタイヤのことが聞かれるようになりまし
た。ここ数年で最も早い降雪は１１月１７日の数センチと記憶しています。安全のためにはもう、冬支度に
とりかからなければならない時期になりました。

別件
県道１１号清里～小淵沢線が天女山入口信号の小淵沢寄りの所でがけ崩れのために通行止めです。
詳細は山梨県庁ホーム・ページでご確認ください。

2018年11月1日(木)　　 キラキラと美しく



秋晴れのとても気持ちの良い日になりました。八ヶ岳高原大橋からの黄葉の景色が青空に映えてとても
綺麗です。うっとり眺めていましたが、気温は１０℃以下ですので体がシャキッとしてきます。澄んだ空気
の冷涼感が心地良いです。黄葉、紅葉の期間は短く、アッという間に落葉してしまいますが、今週末くら
いまでは楽しめそうです。

また今日は放射冷却のせいでしょうか、南の方の富士山の方では雲の境目が水平にくっきりと分かれて
見えました。自然って本当に不思議です。



2018年12月31日(月)　　 平成３０年ラスト日の出

今朝は昨日の朝よりも3度ほど暖かいマイナス8℃。今年の日の出の見納めに、朝食準備の忙しい時間
帯ではありましたが屋上に出てみました。惜しむらくはちょうど、太陽が昇る位置に雲が出ていて直接的
には見られなかったことです。が、その雲の輝きが素晴らしいのとイメージを膨らませていろいろ思い描
けるのがよろしかったです。
今年1年、多くの皆様方に大成荘をご利用いただけましたこと、従業員一同深く感謝申し上げます。有り
難うございました。
そして今年の締めは、11時半から年越しそばをお食べいただきながら、輝かしい新年をお迎えしたいと
思います。

2018年12月30日(日)　　 マイナス10.9℃

今朝６時の気温が今冬初めて１０℃を割り込んで身を切るような寒さになりました。心配された雪ですが
日本海側と異にして現時点では道路は乾いた状態で推移しています。
しかしながら、天気予報では晴れでも目覚めたら雪かきをしなければならないような雪に見舞われること
もしばしばですので、お車のすべり止めは必須条件です。
気温の低下でスキー場の雪作りは絶好調！　着々とベストコンディションに近づいています。
小さなお子様がいらっしゃるお父様・お母さま、お子様と一緒に無邪気にソリ遊びに興じるのも良いと思
います。お子様方は直ぐに成長してしまって、親子タンデムが楽しめるのはほんのわずかな時間です。
お子様の目の保護を怠りなく！　サングラス、ゴーグルは必須ですよ(*^^*)

2018年12月30日(日)　　 今年もあと25時間あまり

平成３０年を表す漢字はわざわいの「災」とのことでしたが、おかげさまで大成荘では台風で小さな災い
が２回有っただけでございました。せせらぎが氾濫したり雨漏りがあったりしましたが幸いなことに大きな
災いはありませんでした。お客様に小さな怪我をされた方はありましたが、事故や大きなトラブルもなく年
の瀬を迎えることができましたことに深く感謝いたします。

今朝は－１０℃を切る寒さでしたが、今夜もすでに９℃近くまで下がってきました。そのおかげで空は晴
れ渡り、冬の大三角も見事な輝きを見せています。
このまま行きますと、元旦は雪のない屋上で初日の出が拝めそうです。来年が良い年である前触れの
予感がします。

2018年12月28日(金)　　 迎春準備



お正月の飾りつけに良いとされる日には諸説あるようですが、１３日から２８日の間に飾れば良いようです。都合に
よっては更に伸ばして３０日でも良いとされているようですが、２９（にじゅうく）日はよろしくないと忌み嫌われている
ようです。それでも「くもち」といって、苦を餅に搗き込んで食べてしまうとする考え方もあるそうです。
しかしながら今どきにおいては長くクリスマス飾りがあって、それを終えてからの飾りつけになりますので勢い、２８
日にならざるを得ない一面もございます。
と、いうわけで大成荘のお正月飾りは２８日と決めています。今年もその２８日の今日、飾りつけをしてお正月年神
様とお客様のお迎えをする準備を整えました。

2018年12月22日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

大成荘ではこれまで、28日にお正月飾りを行ってきましたが、先日、某テレビ局の放送で13日から28日
までの間にすると良いようなことを知りました。と、いうわけではありませんが例年、12月のクラフト教室
は水引細工をあしらった小さな福飾りを作っていただいています。今日のクラフト教室は水引の基本であ
る「淡路結び」から始めて俵に飾りを施してミニ福飾りを仕上げました。
　皆様どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。

2018年12月22日(土)　　 冬至ゆず湯

今日は二十四節気の「冬至」です。
冬至にカボチャを食べて柚子湯に入ると風邪をひかずに過ごせるといわれています。その効能のほどは
如何ばかりかわかりませんが、ゆず湯にゆっくり浸かってリフレッシュすることは心身に良い効果をもた
らすであろうことは想像に難くありません。
と、いうわけで大成荘では今日・明日の2日間はゆず湯を準備いたします。冷え切った身体をゆっくり湯
船に浸して鋭気を養ってください。

2018年12月21日(金)　　 萌木の村のサンタクロース

12月も残り10日となりました。年賀状を書かれます皆様は順調に進んでいますでしょうか・・・・？　その前
にはクリスマスもあって年末年始は本当に多忙な時間があっという間に過ぎ去ってゆきます。
今夜はクリスマスが近くなりましたので、いつも「萌木の村」で皆さんをお待ちしているトナカイさんが引く
サンタクロースとお客様をお待ちしているメリーゴーランドの様子を窺いに出かけてみました。
　暗い世界に暖かな光がとても心に沁みます。どうぞこのロマンチックなひと時をぜひお楽しみください。



2018年12月17日(月)　　 目覚めたらまた、雪の朝。

もう１２月も後半に入りました。これからは天気予報では報じられない雪もしばしば見ることになります。
今朝も４センチほどの積雪になりましたが、せっかくの雪でしたがお客様は１組しかいらっしゃらず、早々
にお帰りになられてしまいました。

2018年12月15日(土)　　 スキー場が待望のオープン

暖かい日が続いたり雨にたたられたりと、スキー場の関係者の皆様はヤキモキされたことと思います
が、またここにきて一昨日から寒さが戻りましたので何とか予定通り15日のオープンに間に合いました。
早速、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。
この日を待ちかねたように想像していたよりもたくさんの方々が初滑りを堪能されていらっしゃいました。
この時期リフトの待ち時間無しですので、連続して思う存分滑走できます。
コースによっては幅が少し狭められているところがありましたが、雪質は良かったです。
日一日とコンディションも良くなると思います。週末は大成荘に泊まってゆっくりし、存分にスキー、ボード
をご堪能ください。
お問い合わせ・ご予約はお気軽に下記フリーダイヤルで承ります。
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

2018年12月14日(金)　　 晴れていたのに突然の雪！

昨夜、退出するときには晴れていたのに今朝は少なかったですが初めての積雪を見ました。
僅かに２~３センチでしたが、夏タイヤでの走行は不可能と言っても過言ではないと思います。天気予報も
晴れでした。予報はあくまで参考であり絶対ではありませんので、早めの準備がたいせつです。

2018年12月14日(金)　　 清泉寮創立８０周年

大成荘にお越しになられると必ずと言っていいほど皆様が行かれるソフトクリームが美味しいと有名な清
泉寮が８０才のお誕生日を迎えました。「清里開拓の父」と呼ばれたポールラッシュ博士が昭和１３年に
開設してから今日に至り、多くの観光客の方々が訪れ賑わう施設となっています。先日は誕生を祝って、
ポールラッシュ博士が教壇に立った立教大学の聖歌隊が出演してコンサートが行われました。これから



冬になって寒くても美味しいソフトクリームを食べにたくさんの方が行かれることでしょう。
写真は富士山を見つめるポールラッシュ博士の胸像と清泉寮旧館です。

2018年12月14日(金)　　 やっと1枚

８時前まで曇っていましたがようやく晴れてきましたので防寒で着膨れになって動きにくい体を壊れかけ
のロボットのように動かして撮った１枚です。
カメラを構えていてもなかなか思うところを飛んでくれません。寒さが増してゆく中でようやく視野に入った
１枚でした。

2018年12月13日(木)　　 大成荘からの赤岳も冬の装い

寒さは続いていますが、一昨夕からの雨はスキー場にとっては恨めしい雨だったことでしょう。せっかくの
雪を解かされてしまう雨でしたが、その後の冷え込みで雪つくりは急ピッチです｡何とか１５日の初滑りに
間に合いそうな気配がしますが、詳細は各スキー場のホーム・ページでご確認をお願いします。

2018年12月10日(月)　　 今朝は一段と冷え込みました

大成荘の温度計はマイナス６℃。楽しみにバケツに水張していた氷も期待どおりに立派な氷塊になりま
した。今朝はサンメドウズ清里スキー場まで足を延ばして、ゲレンデの様子を窺ってきました。
今日の冷え込みでは２４時間態勢で雪つくりができそうなので、週末１５日のオープンが期待できそうで
す。

2018年12月10日(月)　　 あしたも冷え込みそうな予感

残念なことに今夜はお客様がいらっしゃいませんでした。それですから大成荘は最低限の照明で暗闇に
包まれていました。
そこで、未だ雪が無い屋上でちょっと一人だけの星観の世界に浸ってみました。西の空には月齢２．８の
月が地球照の状態で寒々と輝いていました。
天の川もくっきりと見えて、お客様がいらっしゃればきっと、喜んでいただけたであろうこと間違いなしでし
たでしょうに・・・。



残念です。
南の方に目を移すと富士山のあたりには水平な雲がくっきりと。放射冷却で明朝も今朝以上に冷え込む
かも知れません。
明日から３日間の２回目の休館日が恨めしいです。

2018年12月9日(日)　　 今朝の大成荘マイナス１．９℃

赤岳が再び雪化粧をして寒い朝を迎えました。バケツに水を張ってどのくらい凍るか楽しみにしていなし
たら、２センチほどの厚さになりました。
霜柱もしっかり伸びて寒さが実感できます。
通勤路から見えるサンメドウズ清里スキー場のスノーマシーンもフル稼働で雪つくりをしています。今週
の土曜日１５日のオープンが期待される光景です。

2018年12月8日(土)　　 みんなで星空を眺めました

今夜は南西の空の低いところにだけ雲があったほかは全天晴れ渡って星を見るのにはとても良い条件
でした。去り行く夏の星座。晩夏から秋の星座は山羊座からみずがめ座に、そして天頂にペガスス、東
の空から牡牛座に続いてオリオン座が昇りくる様は何とも言えない光景です。
それから何といっても圧巻は、人工照明で空が明るくなってしまった都会では絶対に見ることができない
と言っても過言ではない「天の川」が楽しめたことです。
今夜は大成荘でもなかなか遭遇できない星空をご堪能いただきました。

2018年12月4日(火)　　 今日から３日間、１２月１回目の休館日です

全国的に１２月とは思えない暖かさで、２５℃を超える夏日の所があちこちにあり、最高は２７℃だったと
のニュースが流れていました。気温の寒暖差による疲労で体調を崩すこともあると、医師の方がコメント
されていました。何かとても気象が異常のような感じを受けます。そして２０１４年２月１４日から降り続い
たあの忌まわしい豪雪で、大成荘に３昼夜閉じ込められたことが思い出されます。

そんなことを想定してやっている訳ではないのですが、雪が降れば当然のこととして屋根からの落雪が
起こります。これまでにも冬季、屋根に雪が有るときはもちろん、晴天でも深夜に天気が急変して翌朝目
覚めたら白銀の世界はよくあることです。
それですから、冬季のお客様のピロティ内への駐車はご遠慮いただいております。これまでにも注意を
無視されたお客様が運悪く落雪に遭われてお車の屋根を潰されています。
また勢い駐車場も狭くなりますので、お互いに接触しない程度に詰めてお止めいだだけますようご理解
ご協力をお願いいたします。念のために危険予防の措置を講じましたが、屋根からは放物線を描いて軒
先からおよそ２メートル近く飛び出します。小さなお子様は思いもよらぬ行動をされます。くれぐれもご注
意をお願いいたします。

2018年12月3日(月)　　 八ヶ岳高原ライン一部通行止めで「復旧のメド立たず！」



まだ台風２４号の影響が残っていて復旧のメドが立たないそうです。
場所は、天女山入口から約１５０～２００メートル西側の所です。
多量の降雨のために道路の両側の法面が、えぐり取られたようになっていました。
www.pref.yamanashi.jp/dourokisei/kisei_info.php?id=6288

規制の解除は未定とのことです。
迂回路もございませんので、小渕沢方面から来られてしまった方は、甲斐小泉駅に至る信号「小荒間（こ
あらま）」まで戻って道路を坂を下るように下りてください。

小海線の踏切を越えて右手に三分一湧水（さんぶいちゆうすい）をみながら白井沢の信号まで道なりに
進みます。白井沢の信号を左折してレインボーラインを信号「石堂」まで進み、石堂の信号を清里方面に
左折します。その道路は長坂インターチェンジから清里に至る道路ですので、そのままナビのガイドもしく
は同封したピンクの案内書の通りに大成荘を目指して安全運転でお越しください。
お待ちいたしております。
写真は今日現在の道路状況です。

2018年12月1日(土)　　 スノーマンもお出迎え

とうとう12月を迎えてしまいました。
気温も下がって否応なく冬を感じさせられます。
今日からロビーの小さなクリスマスツリーや玄関のスノーマンも点灯させて少しだけクリスマス気分、師
走の風物詩を感じていただければと思います。

それから、今夕食から冬のメニューに変更してお楽しみいただけるようにいたしましたので是非、お出か
けいただきたいと存じます。（写真は、大人様向けの一例です。）
そうこうしているとすぐにスキー場の話題もお届けできると思います。
今朝、出勤しながら横目で見るとサンメドウズ清里スキー場でスノーマシーン雪つくりのテストをしている
のが高原大橋を走りながら見えました。
ウィンタースポーツを待ち望んでいらっしゃいますお客様、もうすぐお楽しみの時が訪れます。

2018年12月1日(土)　　 お風呂の目隠しフェンスの更新工事が始まりました

大成荘も竣工から四半世紀が経過してあちこちに傷み・綻びが見られるようになりましたので順次、その
修繕をして行かないとなりません。
此処に来てお風呂の目隠しが経年劣化によって傷みが目立つようになりましたのでとりあえず特に傷ん
でいる男子側の修繕をしていただけることになりました。



しばらくの間、仮設の目隠しをさせていただきますので入浴中の解放感が損なわれますがご了承、ご協
力をお願いいたします。



2019年1月19日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

明日は大寒。1年で最も寒い時季といわれる時に差し掛かってきましたが、この冬はちょっとだけしか寒く
ないような感じがしますが皆様は如何でしょうか？ここまでくれば春も見えてくるような感じがします。
そこで、今夜のクラフト教室は節分をテーマに折り紙で鬼の壁飾りを作っていただきました。お客様はお
子様が二人。それと応援のご両親。練習を繰り返しながら折り紙の鬼とヒイラギそして鬼打ち豆をアレン
ジした可愛い壁飾りが出来上がりました。

2019年1月19日(土)　　 清泉寮の牧草地にも雪は無く・・・

昨秋新装なりました清泉寮の売店「ジャージーハット」のウッドデッキには無料の足湯があります。
風の静かな日にはソフトクリームを片手に、富士山を眺めながら足湯に浸かるのは何とも言えぬ気持の
良いものです。時折清泉寮の風物詩でもありますトラクターが牽引する車に乗る「ヘイライド」もおつなも
のです。ゆっくりとした時間の流れをお楽しみください。

2019年1月18日(金)　　 暦の上では明後日が大寒

今冬は雪が少なく、日中は例年に比べ暖かな日があるので、明後日20日の日曜日が大寒と言ってもピ
ンとこない気がしますが、いかがでしょうか。それでもこの時季に流行するインフルエンザは猛威を振るっ
てきています。手洗、うがい、マスクなどで予防し感染を防ぎたいですね。そして大成荘では一年の無病
息災を祈り悪鬼を払うようにと早めに節分飾りを飾りました。今年の恵方の方角は東北東だそうです。健
康で良い年でありますように祈ります。また、寒くても嬉しい「寒いほどお得フェア」が開催されています。
因みに本日は50％OFFです。この機会にあちこち行って楽しみたいですね。

2019年1月14日(月)　　 明野町おやなぎさん

小正月の伝統行事として古くから伝わってきていた道祖神祭りのおやなぎさんを一度見てみたいと行っ
て来ました。以前は明野町の６ヵ所に建てられていたのですが、現在は若い方が減少して立てるのが困
難となり２ヵ所に減ってしまったそうです。その内の一ヵ所を見学して来ました。５ｍ位ある小柳さんが青
空に堂々と立っていて色鮮やかでとても綺麗でした。作業的に大変な問題がありますが、このような伝統
行事がこれからもずっと続いてくれると良いですね。勝手なお願いです。



2019年1月13日(日)　　 絶好のスキー日和！

そして清里名物「寒いほどお得」フェア開始！

昨夕から天気がちょっと心配されましたが、その心配は吹き飛びました。快晴とは雲量１以下で視程１キロ以上の
ことだそうですが、今日はまさに気持ちの良い快晴です。そして風もほとんどなくてスキーには絶好の天気になりま
した。連休２日目でスキー場もグループや家族連れで大いに賑わっていました。
いつもならリフト待ちゼロ分でガンガン滑れるのですが今日はちょっとだけ待つので一呼吸整えるのにちょうど良い
くらいの待ち時間でしょう。
キッズスクールも賑わっていました。このちびっこスキーヤーが上手になってしばしば清里を訪れてくれると嬉しい
ですね。
また有料そり専用ゲレンデではお父さん方が家族サービスで子供さんとタンデムで大きな声を発しながらそり遊び
に興じている姿が何とも微笑ましい限りです。
それから昨日12日土曜日から「寒いほどお得フェア」が始まりました。2月17日日曜日まで、気温が下がると最高
５０％ＯＦＦのセール中です。加盟店では皆様のお越しをお待ちいたしております。そして最終日2月17日は必ず
５０％ＯＦＦだそうです！！

2019年1月13日(日)　　 新春らしく賑やかに「クラフト教室」

「大成荘の夜を楽しく」と銘打って、夕食後のひと時を手慰みのクラフト教室を不定期で開催させていただいており
ますが今夜は、水引を用いた新春らしい春を呼ぶ「梅にウグイス」をあしらった小さな壁掛けを制作していただきま
した。
参加してくださったのは女子の小中学生の皆さんでしたが、それにお父さんお母さん方も加わっていつもと異なる
新春らしい賑やかな教室になりました。普段、水引で何かを作ることなど殆どの方が経験することがないでしょうか
らちょって手こずりましたが、一日のスキーの後でお疲れのところを皆さん最後まで和やかに完成までこぎつけまし
た。

2019年1月11日(金)　　 伝承行事　小正月繭玉団子

松の内が明け小正月を迎えるにあたり、繭玉団子を飾りました。一年の五穀豊穣・無病息災を願い、七
難九厄の意味を込めて大きな繭玉を16個入れて、繭の糸に見立てた麻ひもで覆って飾り付けました。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まっていただけますように…
と。

2019年1月4日(金)　　 青空に美しい富士山と八ヶ岳



穏やかな天候に恵まれた新年を迎え、今年は大きな災害や事件、事故等の無い一年でありますようにと
心からお祈り申し上げます。今朝は富士山と八ヶ岳が青空にとても美しくそびえ立っていましたので、カメ
ラに収めました。例年に比べて過ごしやすい清里です。土曜日以外の日曜日、平日には空き室がござい
ますので、冬の清里を楽しみにいらしてください。

2019年1月2日(水)　　 冬ならではの光景

今朝はちょっと寒さが緩んで－２℃でした。ちょうど雪が降りやすい気温です。標高1200メートル付近で
は道路が乾燥していましたが、大成荘のところでは１~２センチの積雪が見られ、早速に子どものお客様
が雪と戯れていました。
写真は元旦の富士山と、川俣渓谷の崖から染み出た水がツララとなって寒さを強調しているところです。

2019年1月2日(水)　　 三が日甘酒サービス

甘酒は夏の飲み物・・・？
私たちは寒いときに熱い甘酒で体の芯から温まる飲み物と思っていますが、俳句においては何と「夏の
季語」だそうです。江戸時代には夏の栄養ドリンクのようなものだったらしいところから、夏の季語になっ
ているのだそうです。
大成荘では正月三が日に限ってチェックインの３時から夕食の前まで、寒い外から戻られる連泊のお客
様とチェックインされるお客様を対象に、自由にお飲みいただけるように準備をします。準備できる量は
約３リットル。無くなり次第終了のサービスですが、麹仕立ての美味しい甘酒をお召し上がりください（ア
ルコールフリーであることは申すまでもありません）。

2019年1月1日(火)　　 あけましておめでとうございます

某テレビ局が放送する国民的歌番組と言われる番組から恒例のゆく年くる年のライブ放送が流れる中、
年越しそばの振る舞いを行ってゆく年を懐かしみ、来るべき新しい年に思いを馳せていただきました。
皆様にとりまして新しい年が希望にあふれ、健康で輝かしい年でありますことを心からお祈り申し上げま
す。
今年も大成荘をよろしくお願い申し上げます。

2019年1月1日(火)　　 厳かな「初日の出」



今朝の気温－９℃。早起きすれば寒さゆえの美しい光景にも出会えます。
日の出前の朝焼け。目線を上げればだんだん小さくなる月。その近くには明けの明星。凛とした空気とともに味わ
い深い光景です。
そして、待ちに待った「初日の出」。今年の日の出を見るのには例年雪・氷がつきものの屋上は何と珍しい、乾いて
いてとても快適でした。
新しい元号が４月に発表されるというニュースも昨日流れていました。
新しい年が輝かしく健康で躍動の年でありますようお祈りいたします。



2019年2月23日(土)　　 あと1週間でひなまつり

2月も残り少なくなりました。
女の子のいらしゃるご家庭ではどこでも、おひな祭りの準備を終えたことと思いますが、来週には本番を
迎えることになります。
そこで、大成荘では蚕の繭と水引で可愛いかわいいお雛様を作っていただきました。
クラフトは、不定期なインサービスですが季節の移ろいを少しずつ感じ取っていただけましたら幸いで
す。
寒いさむい清里では、まだまだ花の季節ではありませんので、ひな祭りは1か月遅れの4月3日となって
います。
山梨県甲州市塩山駅　至近の「甘草屋敷」では4月18日まで、たぁ～くさんのおひな様を飾ってお客様を
お待ちいたしております。ぜひ、回り道をしてみてください。

2019年2月16日(土)　　 明るい月を手で遮りながら・・・

風が強い観望会でした。おかげで空は良く澄んでいましたが月が大きくなりましたので星が見えにくく
なった空でした。
それでも手で明るい月を遮るようにして、星空を眺めました。
望遠鏡では月齢11.2の月を観望しました。

2019年2月15日(金)　　 可愛いお雛様が加わりました。

手づくりの折り紙お雛様を飾りました。作者の丁寧なお仕事で作られたお雛様。温かみがあり味わい深
い作品になっています。是非ごゆっくりご鑑賞くださいませ。

2019年2月8日(金)　　 お雛さま

新しい年が始まったかと思うとあっと言う間に節分～立春と、時の流れの速さに改めて驚かされます。
節分の飾りつけを収納して、続いてお雛さまの飾りつけを行いました。お雛さまが飾られるとやはり、ロ
ビーも一足早い春を迎えたように華やかさと温もりを感じさせられます。
皆様のご家庭ではどんな雛飾りをされるのでしょうか？　私ごとになりますが筆者の自宅では折り紙で手
作りしたお雛さまが主役です。



2019年2月4日(月)　　 カノープス　第２弾

今夜は月もなくて暗い夜空が広がっていて星がとてもよく輝いていたのですが、カメラを据えるころになっ
てにわかに白い薄雲が広がってきてしまいました。
そのせいでせっかくのカノープスも霞かけてしまいましたが、１枚だけ挑戦してみました。月が大きくなり
ましたら撮りづらいのでここ２～３日に期待しましょう。
なんたって一度見られたら長生きできるといわれている、別名「南極老人星」ですから・・・。

それと、冬の大三角も見ごろです。写真も簡単に撮れますので是非、お楽しみください。聞いたところで
は「レンズ付きフィルム」（俗にいう使い捨てカメラ）を改造して撮ったという話も聞いたことがあります。

2019年2月2日(土)　　 雲間にカノープスを見る

夕食が始まるころには南の空も良く晴れて星見の期待が持たれましたが、ちょうど見ごろの時刻になりま
したら雲が出てきてしまって残念ながら見え隠れの状態になってしまいましたので短時間で切り上げるこ
とにしました。
これからしばらくは、夕食後に見ることができますので是非、挑戦してみてください。
カノープスは別名を南極老人星といって、見ることができると元気に長生きできるそうです(*^_^*)

2019年2月2日(土)　　 明日は節分

大寒といわれる季節も明日３日の節分が境目。明後日は立春です。
受験生の皆様にも早く歓喜の春が訪れるようにお祈り申し上げます。
節分といえば豆まき。家じゅうの鬼を追い払って福を呼び込む恒例行事ですが、皆様のご家庭ではどん
な節分の行事をされるのでしょうか。
鬼の嫌がるものトゲトゲの葉のヒイラギ、豆やその元となる豆柄、イワシの頭等々があるそうですが、イ
ワシの頭も信心からと揶揄されますが、いろいろな伝承行事にちょっとホッとさせられます。大成荘でもヒ
イラギにイワシの頭をあしらってみました。

2019年2月1日(金)　　 ２月は雪かきから始まりました



今朝は昨夕から降り始めた雪が約２０センチ積もりました。
これまで雪らしい雪は降っていませんでしたが、２月の声を聞いた途端に積雪を見ました。
雪になりますと構内駐車場・通路等々の除雪は言うまでもありませんが、ここ学校寮区では各施設の管理人が協
働で最寄りの消火栓の掘り出しや、ただ１か所のポストの前の除雪をして利用者や郵便屋さんの車が安全に停め
られるように協力しています。



2019年3月31日(日)　　 ６時、雪です！

４月の雪もそんなに珍しいことではありませんが、今朝は雪がちらちらとしてきて思わず、カメラ片手に外
に出たお客様がいらっしゃいました。
もちろん今朝はほんのわずかな時間でしたが、車の屋根は薄っすらと白くなっていました。
スキー場のゲレンデに目を移すとまだ滑れそうな感じですが、シャトレーゼと小海リエックスは本日で営
業を終了します。
サンメドウズ清里スキー場はあと１週間、４月７日（日）まで営業中です。

後のスキーを大成荘に宿泊して思う存分お楽しみください。

お問い合わせ・ご予約は下記フリーダイヤルで承っておりますので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からもどうぞ。
フリーダイヤル　０１２０－４８９－５７１

2019年3月30日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

平成の時代もあと１カ月で御代替わりとなり、それに先立って明後日には新しい元号が発表さますが、
皆様はどんなイメージを思い描かれていらっしゃいますでしょうか。
そのような中で、平成３０年度 後のクラフト教室を開催させていただきました。
時期的には少し早いですが、題材をハナショウブとして、これを水引で表現していただくことにしました。
参加してくださったのは女子の小学生のお子様がお一人でしたがご両親と弟さんが一緒に加わって和や
かに楽しい時間を過ごしていただくことができました。

2019年3月22日(金)　　 初春の高原

「暑さ寒さも彼岸まで」とよく言われますが、１８日の彼岸入り頃から気温も上昇して日中は暖かい陽気に
なりました。野辺山高原に広がる畑では地温が上昇し水分が蒸発して、地面上の空気の冷たさとの温度
差で蒸気が陽炎のように白く見える現象が起きていました。これから春の高原野菜作りで農作業が盛ん
になります。大きなトラクターの出動も間もなくではないでしょうか。そういった風景が見られるようになる
と気持ちも活動的になってきますよね。冬の間お家でちじこまっていた身体を外に出て思いっ切り伸ばし
てみてはいかがでしょう。ハイキングやいろんな体験ができる牧場など、是非足を延ばして春を楽しみに
おでかけくださいませ。

2019年3月15日(金)　　 水の威力まざまざと



3月も半ばになりましたので、先生方の５年生移動教室合同実踏に備えてコースを下見に出かけてみました。
今冬は降雪の少ない珍しい冬でしたが、先日降った雪がしっかり残っていて歩きにくい行程となりました。
羽衣池にも例年通り雪が残っていましたし、林の中は凍った上に雪があって滑りやすく、注意が必要でした。
一番の心配は、川俣川渡渉箇所がどんな状態になっているのか・・・、でした。
が、水の威力をまざまざと見せつけられる光景に出会いました。
私が知る限りず～っと去年まで、渡渉箇所にブロックが並んでいましたが、そのほとんどが流失してしまっていまし
た。
下流の方では川俣が渓流釣り場の護岸が流失する未曾有の災害を引き起こしており、改めて水の威力を再認識
させられた今日のコース下見でした。

2019年3月11日(月)　　 東日本大震災を追悼し半期掲揚

2月には春になりそうな暖かな日があったりしていたのに、3月に入って雪を見るようになり、冬に逆戻り
みたいな 近の気象状況です。8年前の今日は驚きと悲しみでいっぱいの大震災でした。今でも鮮明に
テレビの画像が頭に浮かびます。あの大震災で亡くなられたたくさんの方々を悼み、半旗を掲揚してご
冥福をお祈りいたしました。まだまだご不自由をされていらっしゃる方々にも一日も早い回復ができます
ようお祈り申し上げます。

2019年3月5日(火)　　 積雪１６センチもまた、楽しい！

昨日からの積雪は今朝に至って測ってみると１６センチもありました。
一番はしゃいで喜んでいたのはやっぱり、子供のお客様でした。
早速お父さんと雪かきのお手伝いをしてくださいました。ちょっと重い新雪ですが楽しいスキーが出来そうです。
積雪時恒例の東沢橋に様子窺いに出てみました。同じように撮影に来ていた方がいらっしゃいましたが、その方は
ドローンを飛ばしての撮影でした。
結果を見せていただきましたがやっぱり、雄大さの違いを痛感させられた今朝の積雪でした。

2019年3月4日(月)　　 雪です

三寒四温の時を迎えています。
明後日6日は、二十四節気の啓蟄です。
が、今日は地上に顔を出そうと準備していた虫たちも風邪をひきそうな雪景色が出現しています。
この頃になりますと、お客様からはタイヤのことや雪のお問い合わせが多いのですが、山岳地帯の



天気予報に絶対はありません。勢いその回答は、「予報に絶対はございませんので準備だけは万全に
お願いいたします」と、しか回答できません。
因みに、従業員が夏タイヤに交換するのはゴールデンウィーク直前になってしまいます。
皆様もぜひ、面倒がらずに安全第一で楽しくお越しいただきたいと存じます。

2019年3月2日(土)　　 久しぶりにスライドで

昼間の暖かさのせいでしょう、夜は星の見えない闇が広がっていました。星を見たいお客様もお泊りいた
だいていると思いましたので、20年ほど前の下手なスライド写真を引っ張り出してご覧いただくことにしま
した。情報化の時代でたくさんの美しい写真がネット上に溢れていますので、お一人でも興味をもってい
ただけたらと思いましたら、熱心にご覧いただいてとても面はゆい気持ちです。また、晴天の日には皆様
に天然プラネタリウムをお楽しみいただきたいと思います。

2019年3月2日(土)　　 なんとなく春霞

暖かい朝を迎えました。
四方の山々も何とはなしに少し霞んでいるように見えたのもメガネが曇っているばかりのせいではないよ
うな気がして、出勤途上でいつもの高原大橋袂の駐車場から八ヶ岳、南アの様子を撮ってみました。春
は一歩ずつ着実に近づいて来ている感じです。




