
2019年4月29日(月)　　 国旗掲揚

本日4月29日昭和の日から天皇退位の日、即位の日、憲法記念日、みどりの日、子供の日と祝日が続き
ます。大成荘でも国旗を掲揚してお祝いします。今年のゴールデンウィークは多い方は10日間になる方
も多いようです。大成荘でもお陰様で毎日満室大賑わいの状態で皆様に感謝申し上げます。お天気は
今日明日はイマイチのようですが、冬のような寒さもありませんので休日をごゆっくりお過ごしくださいま
せ。

2019年4月18日(木)　　 食事も桜花も

おいしい学校の桜花爛漫！
週末の旬の情報は、先日訪れた時には三分咲き程度だった、明治・大正・昭和の木造校舎を利用した施
設、津金の「おいしい学校」の満開の桜が堪能できそうです。この時期限定で清里ピクニックバスも運行
されていて、自動車を運転されなくなりましたご年配の方々にもお勧めです。
桜花を愛でながらのおいしい食事をお楽しみください。

2019年4月16日(火)　　 山麓にも春の気配

先日は時ならぬ大雪でしたが、北風と太陽の物語よろしく陽光も日ごとに強さをましてゆくことを、周りの
景色と肌に感じる気温とで実感できます。
今朝も高原大橋のたもとの駐車場から見る八ヶ岳は凛として雄大ですが、眼前のバッコヤナギには花が
いっぱい咲いて、春の訪れを実感できます。
14日の日曜日には津金の「おいしい学校」でさくら祭りが開催されましたが、直前の花冷えで開花も未だ
二～三分といったところでしたので、今週末も桜が楽しめそうです。

2019年4月15日(月)　　 さあ！出かけよう！！

躍動的な季節がやってきました。南清里道の駅には毎年恒例の鯉のぼりがたくさん元気に泳いでいま
す。今日も春風に乗って気持ち良く羽ばたいておりました。桜や水仙もも咲いてとても気持ちの良い季節
になりました。　また、明野町のハイジの村ではチュウリップ祭りが行われていてとっても可愛らしい素敵
な風景を楽しめました。皆様も春を楽しみにお出かけくださいませ。



2019年4月14日(日)　　 管理人会の知人からの情報提供

大成荘は、清里の学校寮地区というところに在ります。この地区には私立学校の寮をはじめ、都内・都下の行政の
林間学校的な施設が集中している所にあるのですが、それぞれの施設には管理人という職名で仕事をしている人
たちの会合があって、濃密な情報交換を行って連携・絆を深めています。
今日は、10日に掲載した武川町真原と津金の「おいしい学校のさくら祭り」に赴いた人からの写真提供です。
真原は満開の様子でしたが、おいしい学校は二～三分咲といったところだったようですので、この週末まで楽しめ
そうです、との情報をいただきました。

（惜しむらくは曇りがちで青空がなかったこと、との事でした。）

2019年4月10日(水)　　 昨日はサクラ、今日は積雪２５センチ

昨日、公休日を利用して北杜市武川町真原の桜の開花状況を確認に出かけた従業員から写真の提供を受けまし
た。桜並木は四～五分咲きといった様子ですので、週末には堪能できそうです。

一方、昨夜から降り始めた雪は25ｃｍ程積もりました。4月に雪が降ることは今までにもありましたので、特に珍しい
ことでもありませんが、気持ちの準備があまりないので少しビックリします。こういう事があるので車のスノータイヤ
は5月連休くらいまで外せません。大成荘では5日に鯉のぼりを掲揚しましたが、今日は寒そうにじっとしています。
早く雪が止むと良いです。皆様もお越しの際は十分ご注意の上お越しくださいませ。

2019年4月6日(土)　　 新任所長初の星空紹介

今夜は月もなくて良い条件でしたが、時期的にはやはり春霞のときでなかなかクリアな空は望めません
でした。そのうえ明日が最終営業日の清里スキー場のメンテナンスの明かりでオレンジ色がかった空で
したが新任所長の初めての星空観望会を行いました。
お客様は小さなお子様を連れられた親子様が1組だけでしたがそれでも星座の並びをちょっとだけお楽
しみいただけましたでしょうか・・・・。

2019年4月5日(金)　　 鯉のぼりと五月人形飾り

寒冷地の清里では桃の開花が遅いので３月のお雛様は４月３日にお祝いします。そのお節句も終わりましたの
で、今度は端午の節句の鯉のぼりと五月人形と兜を飾り付けました。今日は澄んだ青空が一面に広がり鯉のぼり
も勢いよく元気に泳いでいます。またロビーには伝統の甲州武者幟も飾って、大成荘にいらっしゃるお子様たちの
健やかな成長を祈りました。心はすでにこどもの日に向かってウキウキしています。そして多分、明後日の日曜日



には道の駅南清里にもたくさんのこいのぼりが青空いっぱいに泳ぐことでしょう。道の駅南きよさとにもぜひ立ち
寄ってみてください。

2019年4月4日(木)　　 実相寺の神代桜が満開

樹齢２０００年といわれている、北杜市武川町山高の実相寺の神代桜が満開、との情報を得ましたので
早速取材に出かかけてみました。身延山久遠寺の枝垂れ桜の子供も見事に咲いていました。宇宙ス
テーションに種を運んで、その種から発芽した「宇宙桜」も満開を迎えていました。
ニュースやネットで情報を得た県外からのお客様もたくさんいらっしゃって、道路や境内に人があふれて
いました。

2019年4月2日(火)　　 今朝も雪が・・・

今冬は非常に雪の少ない珍しい冬でした。
が、ここにきて積雪量は少ないものの、極北寒気団の南下で名残の雪が見られます。
そして今朝はマイナス４℃まで冷え込みました。
昨夜からのお客様も寒さにちょっと驚かれていましたが、お子様は楽しそうにお出かけ前に車の雪を取り
除いていました。

2019年4月1日(月)　　 春の訪れとともに今日から新体制

新年度が始まり、入学、進学、就職等、心改まり躍動感あふれる季節が訪れました。
みなさんの新年度はどのようなスタートになりますでしょうか？
大成荘では新所長、新支配人の体制で気持ちも新たにスタートを切りました。
今朝はとても澄んだ青空です。この青空のように爽やかな大成荘で皆様をお迎え出来ますよう頑張って
まいります。
どうぞ大成荘にお越しの折には、お気軽にお声をおかけください。
これからの清里は水芭蕉やコブシの花が咲き始める爽やかな心和む季節になります。どうぞ、清里の春
を楽しみにお出かけください。
従業員一同、皆様のお越しを心からお待ち申し上げております。
今後も今まで以上に大成荘をご愛顧いただけますようよろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ・ご予約は、下記フリーダイヤルでお気軽にお申しつけください。
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

2019年4月1日(月)　　 春を感じる花が咲きました



４月に入ると暖かな陽気となり春の花が咲き始めました。今日はダンコウバイを見つけたので写真に収
めていましたら、横にはユキヤナギの蕾も大きく膨らんでいました。春一番に咲くマンサクもきれいに咲
いていました。これから次から次へと花が咲く楽しい季節になりました。外に出ては色んな花を見つける
のが嬉しいですね。



2019年5月24日(金)　　 移動教室第三クール終了しました

今朝は久々にスッキリした青空が広がって気持ちの良い朝を迎え、豊田小学校の閉校式が整然と行わ
れました。そしてハイキングに出発して行くのを従業員一同でお見送りしました。児童の言葉に「お家に
元気に帰るまでが移動教室」という言葉がそれぞれの責任・自覚を表しているように聞こえました。
さあ、元気にいってらっしゃい！

2019年5月20日(月)　　 大成荘近隣でアオナシが満開です

大成荘の構内に入るスロープの脇に大きなアオナシが、白い花を満開に咲かせる時を迎えています。
外出しなければならない仕事がありましたので、ちょっと回り道をして休園日でしたが「まきば公園」の木
も見てきました。
この公園でもやはり満開のときを迎えていました。その根元付近では放牧のヒツジたちがのんびりと青
草を食んでいました。その遠方には放牧されたホルスタインが見える牧歌的な光景が楽しめます。
たまたま今日は、旭が丘小学校の移動教室でハイキングが実施されていて、いつものバス会社の方た
ちが学校の皆様が到着されるのを待っておられましたのでちょっと、ご挨拶をしてきました。
このアオナシの花が週末まで見られるとうれしいのですが・・・。
もしかすると、週末の主役はツツジに取って代わられるかもしれませんが、いよいよ花の季節を迎えると
きになりました。

2019年5月20日(月)　　 旭が丘小学校開校式

心配された天気でしたが、ハイキングも無事に終えて皆さん元気に到着しました。
到着後のプログラムは先ず、開校式から始まります。話を聞くときは静かに、そして返事は元気よく！
たった一夜の協働生活ですが、友達を思いやり共に協力しあって体験することは何にも代え難い貴重な
体験です。
残念ながら気温が低いので、屋外でのキャンプファイヤーは多目的室での活動に変更されましたが、練
習してきたプログラムで元気いっぱい活動してください。

2019年5月13日(月)　　 サクラソウの花が咲きました

大成荘散策路の湿地帯にサクラソウの花が咲き始めました。花の咲く時期は例年同じ頃と思っていまし
たが、今年は少し遅れているかなと思います。これからが見頃です。いろんな花が咲くのは楽しみです。



そして大成荘近辺ではタラの芽やコシアブラも今から収穫の時期となります。標高が１３００ｍ地点では
植物の生育状況が違ってきます。清里の春を見つけにお出かけくださいませ。

2019年5月12日(日)　　 清里でも漸く遅い芽吹きが始まる

大成荘では、８日から５年生の移動移動教室が始まりましたので、平日が活気に満ちた若い声で連日賑
やかな日が続くようになりました。
そして、４月１０日には時ならぬ大雪がありました清里にも漸く、木々の遅い芽吹きが始まりました。出勤
途上でいつも八ヶ岳の様子を窺っている高原大橋から見る川俣川渓谷ではいろいろな色の木の芽が緑
のグラデーションを醸して躍動する季節の始まりを実感させられます。
若い緑と八ヶ岳の残雪のが美しいコントラストを見せています。
今週末ごろにはその美しさもピークを迎えるように思われます。
日野市内で平成の新緑を楽しまれたと思いますが、もう一度令和最初の新緑を雄大な景色とともに存分
にお楽しみください。

2019年5月9日(木)　　 小学５年生の移動教室が始まりました

大型連休が終わって間もなく小学５年生の移動教室が始まり、今朝は第一校目の第七小学校の皆様を
無事にお見送りすることが出来ました。お天気は良くハイキングは元気に行われましたが、夜は気温が
ぐんと下がり寒さで残念ながらキャンプファイヤーは中止となってしまいました。それでも、子供たちは元
気に帰って行かれましたので一安心しました。大成荘では、今春から新所長・新支配人の元、新しい体
制となって運営しております。皆様には充分なサービスが行き届かなかったり、ご不便をおかけしたこと
もあったかと思いますが、日々奮闘して一日も早く皆様に行き届いたサービスができるよう一生懸命頑
張っております。何卒温かく見守っていただけますようよろしくお願い申し上げます。

2019年5月5日(日)　　 道の駅南きよさと「鯉のぼり祭り」

５月５日こどもの日に毎年行われている鯉のぼり祭りが今年も行われました。元気いっぱいに泥んこ遊びをしてい
る子供たちを見ていると、この平和がずっと続いてくれますように思います。



2019年6月27日(木)　　 七夕を飾りました。

7月7日の夜、天の川に隔てられた織姫と彦星が、年に一度だけ会うという伝説に因んだ行事です。梅雨
時期で今日は青空が見えませんが、7月7日には晴れており姫様と彦星様が逢えると良いですね！皆様
もお願い事が天まで届くように願いを込めてたくさんの短冊を吊るしてくださいませ。

2019年6月21日(金)　　 綺麗に咲きそろいました

美しの森の中のクリンソウ群生地に今年もたくさん花を咲かせてくれました。山の木々の中に鮮やかなピ
ンク色がとってもメルヘンチックです。幸せな気分にさせていただきました。この様に時期になるとちゃん
と咲いてくれるという事が愛おしく思います。また、道沿いの松の木には松ぼっくりの子どもがたわわに
付いていました。少し外に出ると自然の植物や動物を見ることが出来ます。皆様も楽しみにお出かけくだ
さいませ。

2019年6月17日(月)　　 山の緑が鮮やか

梅雨の合間の晴れた時に山を眺めると木々の葉が艶良く輝いて見えます。キラキラとても綺麗です。晴
れ間といっても梅雨時期なので雲が多く写真ではちょっと分かり辛いかもしれませんね。八ヶ岳高原大橋
には常に車を停めて八ヶ岳や富士山・南アルプスの山々を眺めていらっしゃる観光協の方々がうっとりし
ながら写真を撮っていらっしゃいます。この雄大な景色は四季折々に表情を変えて楽しませてくれます。
気持ちが大きくなって、「小さなことでくよくよしなくて良いよ！」って、言ってくれてるかのように思えるの
は私だけでしょうか？皆様も是非そんなことを思い浮かべて眺めてみてください。

2019年6月6日(木)　　 世界のバラ展好評開催中

北杜市明野町のハイジの村では今年も6月のイベント「世界のバラ展」が開催されています。日本一長い回
廊は２３０ｍ。園内には1200種、7000本のバラが咲いていて色とりどりの花は見応え満載。観光バスが何台
も来て大賑わいでした。イギリス・オランダ・フランス・ドイツ・イタリア・アメリカ・中国・日本のバラが共演して
います。バラのうっとりする香りが漂い幸せ気分いっぱいです。是非皆さまもお立ち寄りくださいませ。



2019年6月2日(日)　　 美しの森のつつじ

本日6月2日に美しの森のつつじ祭りが開催されましたので、つつじの開花状況を見に出かけてみまし
た。今年は天候が不安定で、暑い日が続いたかと思うと涼しくなったり、、朝晩はカーディガンを外せない
ような状況ですが、そのせいかつつじの開花が例年より遅く、まだつぼみが多くありました。この状況で
すと、今週末くらいからが見ごろとなるでしょう。是非つつじのお花見にお出かけくださいませ。



2019年7月28日(日)　　 第2弾　大成荘の夜を楽しく「工作教室」

引き続き夜のお楽しみに「工作教室」を開催いたしました。「プラバンで作るストラップ」と「白樺で作るマ
グフック」。5組の親子の方が参加してくださいました。小学生の皆様は、「夏休みの工作の宿題が出来
た」と大喜びでした。私も子どもの頃は工作の宿題に難儀しました。大成荘で作ると楽しくできるし、簡単
にできてとても喜んでくださいました。

2019年7月27日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「クラフト教室」

夏休みが始まって大勢の方が大成荘にご宿泊されていますので、夜のお楽しみにと「ドライフラワーで作
る花かご作り」を開催いたしました。「可愛い」と、おっしゃっていただいて、なんと7組の方にご参加いただ
きました。皆様、個性を生かして、夢中になって花を挿してとても素敵な花かごが出来ました。開催した私
もとっても嬉しいひと時でした。

2019年7月25日(木)　　 大暑は過ぎましたが

今年はなかなか暑い夏が来ませんね。一昨日は暦の上では大暑でしたが、それなりに暑くなったかなと思ったの
は束の間、今日の昼の気温は２６℃。まだまだ暑～いとは言えませんね。それでも花は咲き始めました。大成荘の
食堂に行く途中の中庭にはオカトラノオが、一般棟の前にはクサフジやシモツケが咲いています。シモツケは何と
なくいつもより花の色が濃くて綺麗に見えます。ホタルブクロも蕾が膨らんできました。これから次から次へと咲い
てきます。楽しみです。

2019年7月18日(木)　　 森の中の遊び場

学校寮地区の奥の方の森の中に入っていくと堰堤（えんてい）と呼ばれる場所があります。山からの土
石流を防止するために作られた堰（せき）です。森林浴が出来、魚取りが出来、雨がたくさん降った後に
行くと水遊びが出来て楽しそうです。キノコが見られました。ヤナギマツタケは食べられるそうです。でも、
キノコは食べるのにはよく知っている方の指導が必要ですので、くれぐれもご注意ください。自然を満喫
してみてはいかがでしょうか。

2019年7月15日(月)　　 梅雨明けが待ち遠しい



7月中旬なのにまだ梅雨が明けず、清里は肌寒さを感じるくらいです。猛暑が来るのも辛いと思います
が、青空も恋しいです。それでもナツツバキが花をつけ始めました。一日しか咲かない花なのに涼しさが
加わって何故か寂し気に見えてしまします。夏の花にはやはりスカッとした青空が似合いますよね。たく
さんつぼみが付いていますのでこれから毎日楽しみです。

2019年7月4日(木)　　 アジサイ2種

梅雨時期は曇ったり、雨が降ったり青空が恋しいこの頃です。昨夜も大雨でした。こんな時は少し森の中
に行ってみようかと足を延ばしてみましたら、見つけました。コアジサイとヤマアジサイ。ひっそりと白い色
を輝かせて可愛らしく咲いていました。コアジサイはとても香りが良くうっとりします。自然の素晴らしさや
優しさを感じて癒されました。

2019年7月2日(火)　　 七夕飾り　part2

大成荘の七夕飾りはキレイな包装紙やチラシ等々を集めて、スタッフが切ったり貼ったりして作っている
ものです。飾り初めにはまだまだ数が少なくちょっと寂しさがありましたので、先日の七夕飾りに少しボ
リュームを足して見ました。皆様の短冊もたくさん飾って賑やかにしてくださいませ。



2019年8月19日(月)　　 ジュニアリーダー講習会

毎年行われているジュニアリーダー講習会のみな様が今年も元気いっぱい活動を行っています。テント
を張って、食事を作って、色々な体験を通して学んでいます。2泊3日の体験で皆さん大きく成長されるこ
とでしょう。自分たちで作ったカレーも満足そうです。特別なカレー、今までの人生で一番美味しいのでは
ないでしょうか。

2019年8月17日(土)　　 大成荘の夜を楽しく「森のお話し会」

5月連休にも来ていただいたおはなしの会「こだま」の皆様が今回も来てくださり、「天狗の酒盛り」など楽
しいお話と、夏休みなですので涼味満点の怖いお話を聞かせてくださいました。会場にお越しの皆さま
は、お話の中に入ってご堪能されていらっしゃる様子でした。

2019年8月9日(金)　　 長崎原爆

広島に原爆の日に続き、今日は長崎に原爆の日。大成荘には半旗を掲揚して追悼しました。あの忌ま
わしい出来事を二度と繰り返されることの無いよう、次代に伝え平和な日々を守っていきたいと思いま
す。

2019年8月8日(木)　　 初任者研修

今年も初任者研修が昨日から2泊3日で行われています。毎日暑い中、先生方一生懸命講義を聞かれ
たり、研究発表されたりされています。今朝は周辺環境調査の為、大成荘周辺の散策に出かけました。
日野市の子どもたちの教育に携わる先生方、頑張ってください。

2019年8月8日(木)　　 浅間山噴火



昨夜ニュースで浅間山が噴火しレベル3の状態であることを報道されていました。画像では頂上から煙
が立っていましたので、遠くても野辺山から見られるかと思い、獅子岩周辺に行ってみました。今日は雲
が多く、山の姿も見ることが出来ませんでした。目的とは別に、高原野菜の収穫作業をしている農家の
方々や黄色い花のコウゾリナ、クサフジなどを見ることが出来ました。獅子岩の駐車場には観光バスも
停まっていて多くの方が飯盛山登りを楽しんでいらっしゃいました。

2019年8月6日(火)　　 青年学級のみなさん、ようこそ！！

毎年恒例、青年学級のみなさんが今年も大成荘でひと夏の楽しい思い出を作りました。
今年のそうめん流しは、突然の雨でピロティで行いましたが、みなさん楽しそうでした。
また、レクリエーションでは輪投げやストラックアウトで楽しんでいました。
また一つ、良い思い出増えましたね！！

2019年8月6日(火)　　 広島原爆追悼

74年前の今日、広島に原爆を投下され犠牲になられた多くの方々を大成荘でも半旗を掲揚して追悼しま
した。この様な悲惨な出来事が起きてはならないと切に願います。

2019年8月1日(木)　　 ミニ植物観察会

29日の梅雨明けと共に、急に真夏の暑さがやって来ました。大成荘周辺の山野草も色々咲いています
ので、ミニ植物観察を開催しました。今朝は4名の方が参加して下さり、楽しくお話したり、お客様からも
教えていただいたり、とても有意義な観察会を行うことが出来ました。



2019年9月27日(金)　　 ボランティアの方による草地の整備

秋の草地を日野市のボランティアの方々に来ていただいてお手入れしていただきました。草地は手を入
れないとボサボサになってしまいがちですが、自然の花が元気に咲いたり、綺麗に鑑賞できるようにする
ための整備にはセンスが必要とされます。ロビー前の庭の笹を刈り、一般棟前のヨモギ取りと木々の整
備、サクラソウの咲く湿地のヨモギ取りと笹刈り。陽当りをよくするために周りの木々の枝払いをしていた
だきました。今年はこれで安心できました。また、来年のサクラソウの咲く時期がとても楽しみになりまし
た。ありがとうございました。

2019年9月15日(日)　　 楽しい工作教室

大成荘での思い出作りにと、工作教室は「プラ板で作るキーホルダー」、クラフト教室は「ドライフラワーで
作る花かご」を企画しました。今夜は工作教室が人気となり5人の方が体験してくださいました。10センチ
四方のプラ板に好きな絵を描いて焼くと、あっという間に4センチ四方の2つと無い自分だけのキーホル
ダーが完成。皆さん満足していただけた様子です。またの機会にも是非ご利用くださいませ。

2019年9月13日(金)　　 今夜は十五夜

朝から曇り雨でどんよりしたお天気ですが、果たして夜にはお月様が出てくれるでしょうか？暦では今夜
が十五夜ですが、満月は明日夜とか…。いずれにしても晴れてくれることを祈って、月見団子を飾りまし
た。ススキ、ノコンギク、山葡萄などの秋の花を飾り、さつまいも、栗、リンゴなど秋の野菜果物をお供え
しました。気分はそれなりにお楽しみくださいませ。

2019年9月12日(木)　　 秋はいつ来るのでしょうか

日中はまだまだ暑く、夏気分が続いていますが、道端ではススキが風になびいたりコスモスが色鮮やかに可愛らし
く咲いていて、そろそろ秋らしくなるのかしらと思われます。今は暑い夏の疲れが出てだるさを感じたりする時期で
はないでしょうか。台風15号で大きな被害を及ぼし停電になっている地域の方々には心よりお見舞い申し上げま
す。大成荘では殆んど被害はありませんでしたが、次の日には凄まじいほどの雷と雨風でした。そんなお天気でし
たが、野辺山では今日は高原野菜の収穫が盛んにされていました。野菜も無事で良かったです。広大な畑での作
業風景も活気があります。また大成荘に来られる道、国道１４１沿いには鮮やかなピンク色のサマーアンドサマー
が見事に咲いています。この花は以前に「１４１（清里ライン）振興ライン協議会の方々が141を利用される方に美し
く見て頂けるようにと植樹されたものです。



2019年9月9日(月)　　 吐竜の滝のオタカラコウ

真夏の暑いときに行くと涼しくて気持ちが良い吐竜の滝ですが、少し涼しくなってきた今でも爽やかさは
抜群です。そして今はオタカラコウが満開でとても見応えがあります。遠くから見ればそびえ立って神々
しく、近くで見れば小さな花が寄り添ってとても可愛かった。思い切って少し足を延ばせば素晴らしい物
が見れる、幸せを感じます。今日は何かの撮影でたくさんのスタッフの方々がいらして、とても賑やかで
した。

2019年9月9日(月)　　 重陽の節句

本日9月9日は五節句の一つ「重陽の節句」です。縁起の良い奇数の中で一番大きい数である「９」が重
なり、菊は優れた薬効をもつ植物として古くから知られ、不老長寿を願うお節句として祝います。大成荘
でもノコンギクを飾り、菊の名を持つお酒を楽しんでいただこうと飾らせていただきました。どうぞお楽し
みくださいませ。

2019年9月2日(月)　　 秋の花が咲き始めています

大成荘の草地は家庭の庭に花の種をまいたり苗を植えたりして作るのと違って、自然に生えてくる草花を活かして
作られます。その草地を9月末に日野市のボランティアの方々が大成荘に来られて管理してくださいます。先日は
下見に代表の方が来られ、職員2名とでロビー外庭と一般棟前庭の、根が強く張るヒメジョオンとヨモギを抜き、イ
ネ科の植物を刈りました。するとスッキリしてオトコエシ、ワレモコウ、シラヤマギク、ノコンギク、マルバハギ、ヌスビ
トハギ、アサマフウロが綺麗に見えるようになりました。また、駐車場周囲には今、ツリフネソウがたくさん咲いてい
ます。春と秋の草刈りも重要で、刈り方によっては花が咲かなくなってしまいますので、そのご指導もしていただき
ました。これからもリンドウが咲きます。楽しみです。是非ロビーから、お部屋から外を眺めてお楽しみくださいま
せ。



2019年10月25日(金)　　 カントリーフェスタin萌木の村

先週のカンティフェアに引き続き、26日27日に「カントリーフェスタin萌木の村」が開催されます。雨降り続きで寒い
中、皆さん合羽を着て準備を頑張っていました。人気のお店が集うフリーマーケット。毎年大好評です。今年もお楽
しみください。

2019年10月24日(木)　　 だいぶ色付いてきました

いくつも台風が来て、雨の日が続いて日に日に寒くなってくる気がします。やっと木々に色づきがして秋
の紅葉シーズンらしくなってきました。今朝の東沢大橋は霧が出て写真撮影は無理かと思いましたが、し
ばらくするとだいぶ薄くなりましたので、青空が無くとても残念ですが、一枚撮ってきました。それでもシー
ズンですので観光バスが2台来ていて、とても賑やかでした。今週末くらいが見ごろでしょう。大成荘内の
ヤマボウシ・ナツツバキの紅葉も綺麗になりました。

2019年10月18日(金)　　 紅葉も少し進んできました

台風19号で全国各地で甚大な被害をもたらされ、怖い思いをされ被害にあわれた方々には心からお見
舞い申し上げます。大成荘及び周辺では殆んど被害は見られませんが、中央自動車道八王子ー大月間
が土砂崩れにより閉鎖され、JR中央本線も不通となったため、たくさんの方が大成荘宿泊をキャンセル
され寂しい日々を送っています。そんな中、東沢大橋の紅葉の進み具合を見に行ってまいりました。ここ
２～３日気温が下がってきて紅葉も少し進んできました。来週末くらいには道路、鉄道が回復し紅葉も見
ごろとなれば嬉しいです。皆様が安全に無事に大成荘にお越しになられることをスタッフ一同心からお待
ち申し上げております。

2019年10月18日(金)　　 カンティ―フェア開催

明日19日から20日まで皆様お馴染みの清泉寮で収穫感謝祭「ポール・ラッシュ祭～八ヶ岳カンティ―フェ
ア～２０１９」が開催されます。今日は小雨が降る中、みなさん合羽を着て準備に追われていらっしゃいま
した。たくさんのテントが張られ大忙しの様子でした。また、北杜市白州町では台ケ原宿市が開催されま
す。こちらも古いものと新しいものというテーマを掲げおもしろいイベントです。

2019年10月5日(土)　　 収穫の秋



あちらこちらで賑やかに運動会が開催されて、スポーツの秋。心地良く読書の秋。栗、かぼちゃ、サツマ
イモが美味しい食欲の秋。そして収穫の秋ですね。大成荘では細やかにハロウィンを飾り付けました。清
泉寮では19日20日で〝八ヶ岳カンティフェア″、萌木の村では26日27日に〝カントリーフェスタin萌木の
村″が開催されます。出し物がいっぱいありますので、お楽しみ満載です。

2019年10月4日(金)　　 今年の紅葉は少し遅いでしょうか

少し晴れ間が出ましたので、紅葉の進み具合はいかがかと思い見に行ってきました。スッキリした晴れではないの
で、肉眼で見る色が写真に写されず残念ですが、東沢橋、通称赤い橋の所はモミジは10月中旬頃、カラマツの黄
葉の見頃は10月下旬頃でしょう。今年は10月になっても暑い日があったりして紅葉が遅れているような気がしま
す。見ごろを定めるのは天候によりますので、難しいですね。天女山入口付近の林の中や山葡萄の葉は少し色付
いています。またヤマボウシの実も赤くなりました。これから徐々に山が賑やかになりますね。

2019年10月1日(火)　　 大成荘の秋、み～つけた！！

炊飯棟横の湿地に今、ヤマトリカブトが咲いています、キンポウゲ科のこの花は花がヘルメットのような
面白い形をして、古来の衣装の鳥兜（かぶと）に、似ていることから名がつけられました。この花は毒性
植物ですので、散策路から観察してください。また、山のアスパラと呼ばれるキジカクシも枝がフサフサと
繁っています。こちらは食用出来ますよ！　お味はいかがなものでしょうか？



2019年11月29日(金)　　 めっきり寒くなりました

昨夜から寒さが強くなり今朝6時の気温はマイナス5.5℃でした。八ヶ岳は大分白くなりました。そして、樹
氷がとても綺麗でしたので、写真を撮ってきました。自然の姿は美しいですね。この位の寒さになってき
ますと、雪が心配になります。皆様も大成荘にお越しになる際は冬装備を万全にくれぐれも安全運転で
お越しくださいませ。

2019年11月22日(金)　　 冬が来る前に

大成荘周辺の木々はもうほとんど葉っぱが落ちてしまいました。いよいよ冬が近づいてくるんだなと感じ
ます。冬にもスキーやスケート、雪遊び等々お楽しみもありますが、木々の葉が道路の側溝につまって
いますと、雪解け水が溢れ、その水が凍結して車がスリップするなど危険が生じます。安全確保のため、
また周辺の景観確保にと学校寮管理人会で、大成荘で各々側溝の枯葉拾いを行いました。これから冬
支度が始まります。大成荘をご利用のお客様もこれからは天気予報など情報を見ていただき安全な状
態でお越しくださいませ。

2019年11月20日(水)　　 冬メニューが決まりました

大成荘で季節が変わる前に行われる運営会議で本日今シーズンの冬メニューが決定いたしました。寒
い外からお越しになられて、暖かい館内でお風呂に入って温かいお食事をお召し上がりになられてご
ゆっくりお過ごしくださいませ。

2019年11月18日(月)　　 津金のリンゴ

11月25日に津金農産品収穫祭が津金学校で開催される予定です。以前はリンゴ祭りと言われていまし
たので、リンゴの状況を見に行ってきました。リンゴの木に重そうに沢山の真っ赤なリンゴが付いていま
した。空は青く、向こうには八ヶ岳、とても良い風景ですが、リンゴ畑の鉄柵が今一で残念です。お祭りで
は餅つき大会や、リンゴの皮むきゲーム、よさこいソーラン節などが企画されています。津金学校周辺
は、今紅葉が綺麗でした。

2019年11月16日(土)　　 大成荘の夜を楽しく



大成荘にお越しいただいて秋の夜長を少しでも楽しくお過ごしいただけるようにと工作教室は「プラ板で作るキーホ
ルダー」とクラフト教室は「ドライフラワーで作る小さな花かご」を企画いたしました。クラフト教室に2名の方が参加し
て下さり、お友達の方もご一緒に和やかに楽しいひと時を過ごすことができました。お客様からも「ファスナーで作
るブローチ」を教わってとても参考になりました。いつか皆様にもご紹介できるようになると良いと思っています。ま
た、教室開催の折にはぜひご参加くださいませ。

2019年11月14日(木)　　 大きな虹がかかりました

朝の通勤時に八ヶ岳に大きな虹がかかっていたので、写真を撮ってみました。八ヶ岳の黄葉の上に七色
の虹がとても綺麗でした。今日は良いことありそうな幸せ気分になります。

2019年11月12日(火)　　 山々に薄化粧

昨夜からの雨により八ヶ岳、富士山、南アルプスに雪がかぶりました。富士山の中腹には雲海が広がり
とても美しい景色でした。初冠雪は10月23日に昨年より26日遅れてありました。いよいよ白い雪を目にす
る季節になりました。「気持ちを引き締めて頑張るんだよ」と言われているような気がします。これから冬
支度の時期ですね。

2019年11月11日(月)　　 カラマツの黄葉

大成荘に来る少し手前の栗の木沢橋から見るカラマツが黄葉して綺麗になりました。紅葉も少しずつ南
下していきます。八ヶ岳高原大橋からの黄葉が綺麗になりました。朝の出勤時間にも沢山の車が停まっ
て多くの方が眺めて楽しんでいらっしゃいました。綺麗な景色は心が癒されますよね。

2019年11月1日(金)　　 紅葉の見ごろもあと少し

大成荘周辺の山々はだいぶ賑やかになり紅葉のピークを迎えました。東沢橋には今日も大勢の方が観光にいらし



ていました。葉が落ちてしまった木々が目立ちました。こうして紅葉の見ごろがだんだん下に下っていきます。天女
山入口付近のモミジやカエデもだいぶ赤くなり、緑とのコントラストが美しいです。そして、八ヶ岳高原大橋もだいぶ
黄色みがかってきました。どこに行っても紅葉を楽しんでる方々でにぎわっていました。



2019年12月28日(土)　　 もういくつ寝るとお正月♪

2019年も残り数日となりました。今朝は富士山と八ヶ岳に雪が程よく被ってとてもきれいな姿をしています。今年は
地震や台風の自然災害もあり、多くの方々が被害にあわれ激動の一年でありました。起こりうる自然災害を避ける
ことはできませんが、そのことに対応する力が肝心かと思います。来年は穏やかな歳であれと心から願っておりま
す。良い歳を迎えられるよう心を込めてお正月飾りを飾りました。皆様も良いお歳をお迎えくださいませ。そして、来
年もどうぞ変わらず大成荘ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

2019年12月23日(月)　　 雪国！！

昨夕から降り始めた雪。今朝15センチ積もりました。一気に雪国となりました。今年は例年より暖かな陽
気なので、雪がたくさん降るのではと思っておりましたが、大成荘は真っ白く雪に覆われました。それでも
まだ気温はそれ程低くはないのでクリスマスまで解けないで久しぶりにwhiteChristmasが楽しめたら良い
と思います。でも、皆様をお迎えするためにお足元とお車が通るところは除雪しなければなりません。今
朝は大成荘の勇敢な女性ローダーが活躍して除雪作業をしています。また今後の雪降りの時にはその
姿を見る事ができると思います。皆様これからはお車も冬装備を万全にしてくれぐれも安全運転でお越し
くださいませ。

2019年12月21日(土)　　 ゆず湯でポカポカ

22日は二十四節気の内の第22の冬至。一年のうちで最も昼間の時間が短い日。野菜の少ない冬の時
季の祭りにかぼちゃを供え物にする意味から、冬至にはかぼちゃを食べる風習があります。皆さまはど
のような冬至を過ごされましたか？大成荘では前後の良い日にゆず湯にしています。次回は26日に予
定しています。心も体もポカポカに温まってぐっすりお休みくださいませ。

2019年12月14日(土)　　 キーホルダーと花かご作り

大成荘にお越しになられたちょっとしたお楽しみに工作教室とクラフト教室を、不定期ではありますが開催しており
ます。プラ板に絵を描いて作るキーホルダーはオーブントースターで焼くのにタイミングの調整が必要です。花かご
は皆様の思いやセンスで様々なカゴができます。どちらも皆様が熱心に作られて個性あふれる素敵な作品ばかり
です。毎回感動させていただいております。今回もたくさんの方のご参加大変にありがとうございました。

2019年12月12日(木)　　 １４日からスキー場オープン！



ウィンタースポーツの開幕です。明後日１４日にサンメドウズ清里スキー場とシャトレーゼスキーリゾート
八ヶ岳スキー場がオープンします。温暖化の影響で大丈夫かな？という心配がありましたので、様子を
窺いに行ってきました。まだまだ雪が欲しいなという状況でしたが、なんとかオープンに向けて頑張って
いる様子でした。最初の写真はシャトレーゼからサンメドウズを撮った写真です。小さくて見えにくいです
が、白い部分がゲレンデです。限られた期間でのスポーツです。思い切って楽しんでください。そして、疲
れた体を大成荘で温かいお風呂に入って、温かいお食事で癒してください。従業員一同皆様のお越しを
心からお待ち申し上げております。

2019年12月9日(月)　　 冬の準備を万端に

今年の冬は温暖化の影響でそれほど寒くないような感じでしたが、やはり朝方は大分冷え込んできまし
た。今朝6時の気温は－5℃でした。12月ともなると、いつ雪が降るか心配になります。大成荘でもお客様
の安全を守るため、冬支度が完成しました。屋根からの落雪による事故が無いように、立ち入り区域を
囲み、除雪作業用のホイールローダーの保守点検とチェーン取り付けも行いました。さて今シーズンは
どのくらい雪が降るでしょうか。ウインタースポーツも楽しみですね。皆さまも大成荘にお越しの際は冬支
度を充分にされて安全運転第一でお越しくださいませ。館内を暖かくして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。

2019年12月2日(月)　　 クリスマス　飾り付けました

いよいよ今年最終月となりましたね。なんとなく慌ただしい時期になりました。今日は雨降りです。12月に清里で雨
降りはあまりなかったことだと思います。温暖化の影響でしょうか。これが雪でしたら、車の運転や除雪がまた大変
ではありますが、12月らしくない温かさが不安になります。それでも12月になりましたので、クリスマス飾りを飾りま
した。細やかなクリスマス気分を味わいに是非いらしてくださいませ。



2020年1月24日(金)　　 今年は暖冬！

例年ですと少なくても３０ｃｍ位は積雪があり、盛んに除雪をする時期なのに、一昨日は雨降り。今朝の
外気温は2.3℃。と温暖化の影響で厳しい寒さがありません。異常気象がとても心配になります。清里の
冬のお祭り〝寒いほどお得フェア″も今朝10時の気温が3.4℃で１０％ＯＦＦです。少し残念ですね。そし
て後10日ほどで立春。立春の前日には節分になります。大成荘では少しだけ節分の雰囲気をと鬼のお
面と打ち豆を飾りました。節分当日には節分に因んだ料理も用意されます。どうぞお楽しみくださいま
せ。

2020年1月18日(土)　　 工作教室とクラフト教室

今夜は雪が降っています。このシーズンはスキーを楽しみに来られるご家族連れのお客様が多くいらっしゃいま
す。今夜の雪はスキーヤーには嬉しいですね。大成荘での夜のひと時を少しだけ楽しくお過ごしいただこうと「プラ
板で作るキーホルダー作り」と「ドライフラワーで作る花かご作り」をお楽しみいただきました。皆様個性あふれる
とっても素敵な作品が出来上がりました。お教えする私達もとても感動します。

2020年1月10日(金)　　 清里の冬まつり

1月なのに、凍れる程の寒さを感じないという陽気です。それでも今朝の気温は－1.3℃。明日11日から
は毎年恒例の”八ヶ岳寒いほどお得フェア2020”が開催されます。その日の午前10時の気温によって割
引が変わるというフェア。5℃以下は１０％OFF、0℃以下は３０％OFF、－5℃以下は５０％OFF、フェア最
終日は気温が何度であっても５０％OFF。という嬉しい企画です。大成荘にお越しの際は是非ご利用くだ
さい。また、大成荘では小正月に備えて繭玉飾りを飾り付けました。七難八苦で15個の繭玉とお団子とミ
カンで飾り付けました。小正月気分をお楽しみくださいませ。

2020年1月9日(木)　　 一月なのに雨降り

一昨日雪かと思っていたら清里の一月には珍しく一時雨降りとなりました。スキー場の状況は如何かと
心配もありましたので、様子を窺いに出かけてきました。シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳、サンメドウズ
清里スキー場とも、皆さん気持ち良く滑っていらっしゃいました。サンメドウズ清里スキー場では観光バス
が何台も停まっていて、スキースクールが何教室も開かれて賑やかでした。雪質も良好で安心しました。

2020年1月1日(水)　　 あけましておめでとうございます



快晴で風もなく穏やかな新年を迎えることができました。一年の始まりに年越しそばを頂き、初日の出を見ておせ
ち料理を頂いてと恒例の行事を行い大成荘でも良い年を迎えることができました。新年を迎えるにあたり、皆様は
どんな抱負をお決めになられたでしょうか？皆様にとって今年一年穏やかで良い年となる事をお祈り申し上げま
す。本年も例年と変わらず大成荘ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。



2020年2月22日(土)　　 プラ板キーホルダーとドライフラワーの花かご

2月も中旬を過ぎ段々暖かな陽気になってきました。新聞やテレビでは毎日コロナウィルス感染拡大の
ニュースばかりで、不安な毎日です。大成荘でもお客様に手洗いうがいそしてアルコール消毒をしていた
だいております。感染予防対策は入念にお願い致します。そんな時ですので、大成荘にいらしたら少しで
も心和むひと時をお過ごしいただけたらと思い、〝プラ板で作るキーホルダー″と〝ドライフラワーで作
る花かご″を行いました。今回もたくさんの方が参加してくださいました。皆様個性的で素晴らしい作品
が出来上がりました。大成荘での思い出として楽しんでくださいませ。

2020年2月14日(金)　　 灯りをつけましょ　ぼんぼりに♪

３月３日は女の子の節句。「桃の節句」です。お節句にはそれぞれ花を飾って祝いますが、３月には桃の
花はまだ開花していません。桃には邪気を払う力があると言われ、鬼退治に行くのが「桃太郎」なのもそ
の力があるためともいわれます。また百歳（ももとせ）まで生きられるようにという不老長寿の願いも込め
られているようです。いずれにしても可愛いお雛様を飾ると賑やかに楽しくなりますね。大成荘では、寒
冷地の為４月3日までお雛様を飾っています。どうぞお楽しみくださいませ。

2020年2月10日(月)　　 野辺山のアイスキャンドルフェア

今年は雪も少なく八ヶ岳も以前のように真っ白な凛々しい雪山は見られませんが、立春を迎えたら気温
が下がり寒くなってきました。先週末には清里の冬のイベント〝寒いほどお得フェア”も数日５０％ＯＦＦに
なりました。また、野辺山で行われたアイスキャンドルフェアも多くの方がいらして賑わっていました。揺
れるキャンドルの火と冬空に上がった花火がとても綺麗でした。寒くて息が白く身を屈めても感動のひと
時でした。

2020年2月3日(月)　　 鬼は～外！　復は～内！

今日は節分。ヒイラギと鰯の頭を飾って鬼退治です。そして明日は立春。暖冬のこの冬は雪も少なくいつ
ものように「早く春が来ないかなー」という思いは少ないように思います。寒さが厳しくない分、過ごしやす
いのですが、この異常気象が今後どんな影響があるのかが心配になります。大成荘では春に向けて食
事のメニューが決まりました。いつも皆様には良いご好評頂き有難く感謝申し上げます。今回も春らしい
素敵なメニューができました。是非楽しみにいらしてくださいませ。





2020年3月29日(日)　　 寒いです！

先日、桜の開花の情報をお届けしたばかりですが、今朝方から降り始めた雪が１３ｃｍ積もりました。今
シーズン５回目の除雪車の出動となりました。例年に比べて積雪量はかなり少なかったのですが、やは
り雪が降ると空気が冷たく寒くなります。冬景色もこれで今シーズンは見納めでしょうか。

2020年3月27日(金)　　 実相寺の山高神代桜

とても美しい見頃な八分咲きでした。明日からお天気が下り坂とのことで、今日出かけてみました。満開の手前だと
凄く綺麗ですね。但し曇り空なのがとても残念でした。今年は開花時期が少し早いのではと思いましたが、皆様情
報を得てかなり多くの方が鑑賞に見えていました。実相寺の近くの眞原の桜並木は実相寺とすぐ近くでもまだ咲い
ておらず、来週くらいが見頃ではないでしょうか。また長坂町の清春白樺美術館の桜も蕾は大きくなっていました
が、こちらも見頃は来週末くらいだと思われます。是非皆様お楽しみくださいませ。

2020年3月23日(月)　　 ザゼンソウが咲きました

日中の日差しは暖かくなってきましたが、吹く風はまだ冷たさを感じます。今日はザゼンソウの開花はま
だかと覗きに行ってみたらいくつか咲いていました。何年か前に比べると随分数が少なくなって寂しい気
がしました。今からもう少し出てくれると良いのですが。４月には水芭蕉がと思い見に行きましたが、こち
らも今年はあまり期待ができそうもありませんでした。天候による違いが見受けられます。

2020年3月19日(木)　　 春うらら

新聞やテレビでは相変わらずコロナウィルス感染情報が報道されています。大成荘でもご到着の際やお
食事前、トイレご使用時にはアルコール消毒をしていただいております。そんな状況でも気温は上がって
穏やかになってきました。そして自然は時期には花を咲かせてくれます。今日は澄んだ青空に鮮やかな
黄色のダンコウバイの花がとても綺麗でした。ひと時でも心を晴れ晴れさせてくれますね。

2020年3月14日(土)　　 積雪１５ｃｍ



久しぶりに雪が積もりました。例年ですと我が家では２月下旬頃からフキノトウが採れるのですが、今冬
は雪が少なかったせいと思われますが、ほんの少ししか取れませんでした。自然環境の違いがこんな風
に現れて、農作物にも豊作や不作の違いが出るのでしょうか。４月に雪が降ることも良くありますが、今
回の積雪は久しぶりでしたので少し嬉しい気がしました。半面、暖かな日もありそろそろザゼンソウが顔
を出すのではと思い、覗きに行ってみましたが、こちらはまだでした。

2020年3月12日(木)　　 美しの森～羽衣池～まきば公園

今日は快晴。青空もとても綺麗です！５～６月には日野市の小学５年生が移動教室で大成荘にみえハイキングに
行かれますので、今日はその前調査に行って来ました。大分暖かく春らしくなってきていてもやはり標高１６１０ｍの
山の中は雪があり、その下はアイスバーンになっていて歩くのに注意が必要でした。途中綺麗な景色に癒されな
がらなんとか帰ってまいりました。山でのお弁当もいつもと違って格別でした。これからの季節はとても気持ちが良
いです。皆さまも是非行かれてみてはいかがでしょうか。

2020年3月6日(金)　　 マンサクの花がとても綺麗

毎日毎日テレビでも新聞でもコロナウィルス感染拡大の不安なニュースが続いて気分が暗く重くなります
ね。小中高の学校が休校になったり今まで経験したことのない重大な事態に日々困惑しております。不
要不急の外出は控えてと言われておりますので、あちらこちら人気が少なく寂しいです。いつもは賑わっ
ている清泉寮も閑散としていました。それでも、八ヶ岳は凛としてなんだかコロナなんかふっ飛ばしてくれ
そうな気持の良い姿です。また、清里の森の中には春一番に咲くマンサクの花が満開でした。青空に黄
色い花がとても綺麗です。花を眺めると心がホッとします。大成荘でもキャンセルされる方もいらして、早
くコロナウィルスが終息する事を祈るばかりです。




