
リレー旅日記 

平成２０年８月～２０年１１月 

１． 大成荘は楽しかったです。卓球でいい汗をかきました。その後に、お風呂に入ったらす

ごく気持ちよかったです。 

２． 一泊旅行に日野市から来ました。卓球がすごく楽しかったで～す。山梨はやっぱいいで

すネ☆ また遊びに来たいと思います！！運が良く今日は十五夜だったので、満月がみれま

した。すご～くキレイでした！！ 

３． みんな満足、満足。お母さん、お父さん連れてってくれてありがとう！！私は、満足中

ですぅ～。 

４． 香水をこぼしてニナリッチ臭くなってしまいました。次の方が入るまでに、臭いが取れ

ていると良いです。（２０代・男性） 

５． 日野小ひのっちパートナー 今日は泊まりこみの親睦会をはかりに初めて大成荘に来ま

した。豊田駅からＪＲを利用し、ワゴンタクシーで観光しました。途中の公園で二小の４人

と出会い、嬉しく思いました。 

６． 夏休み中の大成荘は始めて。ファミリーがいっぱいで子供たちが何とも嬉しそう。食堂

が全席埋まっているのも初めて見ました。団体棟に泊まる楽しさはトイレのスリッパ並べ。

沢山のスリッパがあっちこっち向いたりしているのを、キチンと並べるとスリッパが嬉しそ

うに輝くのです。そして、何度も繰り返しているといつの間にかいつでも、キチンと揃って

スリッパのハミングが聞こえてくるのです。嘘だと思ったらあなたも試してみてはいかが。

明日は、野辺山の国立天文台宇宙太陽電波観測所で特別講演会があり、太陽の素顔や電波で

さぐる天の川銀河を楽しんで帰ります。（日野市神明 石井明子様） 

７． 昨日は清里初めて来ました。１泊旅行で楽しい夢を見ました。 

８． 今日は日野市のジュニアリーダーできています！知ってるかな？結構有名ですよ！大成

荘大好きで～す。 

９． 青年学級の合宿で来ました。雨ばっかです。残念～。ごはんおいしい～！！ 

１０． 日野お話の会「強化合宿」に参りました。素語りで昔話を皆様にお届けするストリーテ

リングの団体です。昔語で心ほっこり。緑と素敵な大成荘で大満足。ありがとうございまし

た～！！ 

１１． まきば公園で羊さんをなでてきました。4 時半ごろ着いて、お風呂に入ってごはんを食



べました。夜は部屋でゴロゴロ、ゲームをして遊びました。曇りで星が見れなくて残念！翌

日は朝からいい天気。これから天文台に行って帰ります。とても楽しい旅でした。また、遊

びに来ます。（日野八小 ４年 新井 岳 様） 

１２． 今日は前から楽しみにしていたＪＬ（ジュニアリーダー）講習会のキャンプです。私は

今年が最後なのに、風邪を引いて楽しむことが出来ず…。班の仕事も充分にできなくて、班

員に迷惑をかけて私のプライドはズタズタです。とても悲しいです。あべっちにもあまり相

手にしてもらえず、出来ることなら人生をやり直したいです。自分の無力さを知るキャンプ

でした。死にたい！ （さたか あい 様） 

１３． 初めて来ました。ここ、空気はおいしいし、涼しいし、とってもいいところ！ゲーム、

卓球大会も楽しかったし、寝る前のゲームも楽しかったです。 

１４． １０月８日(水)～１０日（金）お世話になりました。山の木は紅葉が始まり、とても感

じが良かったです。ごはんもとてもおいしいので、みんなでたくさん食べてしまいました。

（ますだあいみ はしなはる 様） 

１５． 大成荘のごはん最高！！とてもおいしかった。また、泊まりに来たいです。これから

色々な所に行きます。楽しみ～！！そういえば、行きに鹿にあった。ラッキー！ 

１６． 今日、卓球をしました。楽しかった。食事をしてから、お風呂に入りました。夕食はお

いしかった。花火をやりました。楽しかったです。明日帰るけど、楽しかった。思ったより

もきれいだったです。またね～。 

１７． ８月２４日 今日はキャンプに来ている。（昨日から）しかし、テントが浸水したので大

成荘に変更。どおりで昨日足が冷たかったわけだ。まあ、大成荘の方が良いんだけどな。明

日も色々あるし、今日はここまで。そうそう、明日はファイヤーがあるんだっけな。それで

は又来年。以上、スネーク風のキャンプ日記でした。 

１８． こんにちは 私たちはきのうから来てま～す。バイキング、おいしかったです。お腹い

っぱ～い。あとで、シャトレーゼの工場に行きまァす♪楽しみ♡ 

１９． こんにちは ８月２６日から来ています。しかし、食事おいしーですね。 

２０． 大成荘にはたくさん来ています。今年はキープ牧場で乳しぼり。ちょっと遠出して軽井

沢プリンスのショッピングモールにも行ってきました。約７０ｋｍ 明日帰ります。道の駅

小淵沢で体験でもしようかな？ありがとうございました。 

２１． 今日は色んなとこに行きました。午前は清里駅に行きました。なんか、あんまり無かっ



たな。他にも美しの森ハイキングに行きました。気持ちよかったです。そして…。穴場スﾎﾟｯ

ﾄ ヴィラ・アフガンというカレー屋さんです。知ってますか？ベーコンエッグカレー＆ポー

クカレー（どちらも１６００円）はおススメです。出てきてビックリしました。おいしかっ

た。あと、カレー屋さんの隣にガラスの小物が売っているお店があるんですけど、ちょーー

可愛いです。夜ごはんおいしかったです。お風呂３回入りました。卓球１時間、バト３０分

をしました。私はちなみに家族５人で来ました。 

２２． ついにきてしまった。この日が。今日で帰ります。１泊２日の短い旅行だったけど、楽

しかった～。今日は滝見て、牧場行って、帰ります。又来ま～す。ありがとう。お世話にな

りました。 

２３． 今回２回目ですが、初めて家族だけでお世話になりました。そして、下の子は３ヶ月で

初めての旅行でした。いつも大成荘の方々はあたたかく迎えてくれ、お食事もいつもながら

とてもおいしくいただきました。今度、冬瓜 自分で作ってみます。また伺わせていただき

ます。 

２４． 今回は両親と２泊３日で参りました。２日目に八ヶ岳アウトレットモールに行きました

が、車で２０分程度。そこそこ店数は多く、色々な物が見れると思います。ドッグランがあ

るので犬連れの方が多かったです。昼食は「豪そば」あるいはとんかつ「二葉」、「ギャラリ

ー彩」のいずれかを予定していましたが、朝食をたっぷりとりすぎたので、あっさりと「で

ん助」のざるそばにしました。他の方も昼食の口コミ情報をぜひ教えてください。２年ぶり

に参りましたが、お食事が美味しくなりましたね。また、両親と姉ファミリーと一緒に参り

たいと思います。 

２５． 母親の８３才のお誕生日を、ここでお祝いさせて頂きました。料理も美味しく、スタッ

フの感じも良く、とても楽しく過させていただき大変感謝致しております。できましたら、

又、年内にもう一度来たいと思っております。ありがとうございました。 

２６． １０月５日（日）昨日も天気良く、４日より泊まりましたが、夕食の料理も美味く、有

難く食しました。従業員の方のサービスも良く一家４人で楽しい一夜の喜びを味わいました。

朝食の料理の数々も心の温か味の有る料理。デザートの柿・メロンも大変味良く戴きました。

１０回ぐらい利用していますが、又来たい感じです。皆様一夜のサービスありがとうござい

ました。（大成荘ファンより） 

２７． 今年５回目の大成荘泊です。八ヶ岳自然ふれあいセンターが好きで今日も９０分位楽し



んできました。映画「西の魔女が死んだ」公開記念のイベントをやっていて、ビデオや展示

品をじっくり見てきました。明日、映画のために建てて、撮影が行われた森の中の一軒家

「おばあちゃんの家」を訪ねるつもりです。 （神明 石井 様） 

２８． 朝は思った以上に冷えますね…。 

２９． ハイジの村へ行きました。バラがたくさん咲いていてきれいでした。スタンプラリーも

しました。スタンプは全部で６つでした。村の教会の中にはドレスがたくさんありました。

とてもきれいでした。大成荘はごはんがおいしかったです。おなかいっぱいになりました。

楽しかったです。 

３０． 自家用車利用の場合、ガソリン代が気になります。須玉ＩＣと清里街の中間点辺りのＧ

Ｓが安い。 

３１． ２００８ＪＬキャンプ２日目 今日はあいにくの雨…。テントも水につかってしまいま

した。予定されていたハイキングもポシャリました。（アララ）その分、スタンツを頑張っ

た！明日も頑張っちゃうＺＯ 

３２． 権現岳に登ったぞ～。えっへん… 往復で６時間で登ったよ～。 

３３． ２００８・９・３(水) 本日、山梨入り。２２年にして初めての母との旅行。まずは清

里の森に行ってソフトクリームを eat！暑かったから、溶けてしまうのに「ご注意下さい」状

態…。パン工房にも寄った！フランスパンにジャムを塗って試食。おいしかった。もちろん、

お買い上げもしましたよ。（笑）花の公園で自転車競走もした！三輪車はかなり疲れたぞ…。

１６才未満の人ぢゃないとホントは乗車禁止！！見つかって怒られない様、ご注意下さい。 

３４． 祖父母＋家族３人で初めて来ました。着いたらとってもキレイな建物だったので、感動

しました。中も素敵な造りでテンションもあがり、１才半の子供（女の子）もはしゃいで、

楽しんでいました。スタッフの方々もやさしく、また違う季節に来てみたいです。 

３５． 高速道路の割引プランを利用して来ました。ここに来るのは１０年ぶり位だと思います。

東京の暑さより涼しいところ。本日は八ヶ岳高原ヒュッテ清泉寮など、他に白州の方にも行

きました。明日は富士五湖を見て帰る予定です。 

３６． 夫婦２人で来ました。建物もお風呂もきれいですし、スタッフの方々の対応が温かくと

ても気持ちよく滞在させてもらいました。又是非来たいです！！ 

３７． 清里で楽しくリフレッシュ 日野市在住３家族 ３２年前、当時、娘が３才、日野市の

３才児親子教室ではじめて大成荘にお邪魔しました。当時は土間の台所で自炊、それも楽し



かったです！！その娘たちも各々子供が３人恵まれ、２～３年前から、装い新たになった今

の大成荘にお世話になっています。食事はおいしいし、スタッフの方も親切で家族旅行する

には最高です。ここを拠点に又、楽しい日々がはじまりま～す。虫取りと、花火が大好きな

孫たち。夜空も期待しているのですが…。見えました！きれいな星空。夏の大三角形、天の

川 etc 孫たちも喜びました。スタッフの方にお手数おかけしましました。ありがとうござい

ました。全てを感謝して！！又、来年を楽しみに！！ 

３８． 楽しかった。ごはんおいしかった。大成荘サイコウ。 （多摩平 小林 様） 

３９． 思ったより良かったです。食事も良かったです。 

４０． 昨年の８月、大腸がんの手術をした時、日野市に住む妹の家族が全員で金沢まで来てく

れました。お陰さまで、その後異常なく回復して元気になりましたので、昨年のお礼方々妹

の家に来ましたら、こちらに２日間滞在の予約を取ってくれました。今回は２５歳になる甥

が運転で一緒に来てくれて、６０前後になった姉妹２人、初めての宿泊付き行楽を満喫する

ことになりました。早速、宿を囲む林を散歩し、写真をいっぱい撮りました。そう言えば、

一緒にお風呂に入ったのも遠い子供時代以来のことだったかも…。夕食は妹の前ぶれ通り本

当においしくて、適量で、予想以上でした。料金を聞くと、驚くほどの低料金で、本当にこ

んなにしていただいて、これでは申し訳ないぐらい嬉しく思いました。私はかつて、北陸の

百万石などで働いていたこともある旅館には詳しい身なので、大きくて立派なホテルでは無

いまでも、ピカピカの廊下、こじんまりとした瀟洒（しょうしゃ）なたたずまい、風情の有

る林や風景、一品一品心のこもった味付けがされたお料理、清潔感のあるお布団などなど、

どれも全て好感度満点の宿として、色々大勢の人に泊まっていただきたい思いでいっぱいで

す。来てみれば、そんなに遠くもない東京ですが、なかなか来ることもないと思いますが、

又、妹の家に来ることがありましたら、是非ともこの大成荘に来させてもらおうと思います。

今日はもう一日ゆっくり周りをドライブしたり、お風呂に入ったり、卓球が有ると言うので、

久々にやってみようかなと、思っているところです。玄関に入ってすぐ「いらっしゃいま

せ」と、にこやかな応対で、他のスタッフの方も感じ良くて、かつて私が働いていた頃、応

対やマナーなど教育されたミーティングを思い出しながら、アンケート用紙が有るものなら

全部○だなと感心いたしております。ありがとうございます。本当に来て良かった！！ 

４１． スタッフの方たちにとても親切にしていただき、良い時間を過ごす事が出来ました。あ

りがとうございました。是非又、来たいと思いますので、その時はよろしくお願いします。 



４２． 多分、３度目か４度目、９年振りの大成荘です。月日を感じさせない程、館内、外も清

潔に保たれ、スタッフの方も皆さんとても親切で大変気持ちよく過させて頂きました。また、

お料理が素晴しい！！和洋のバランスも良く目にも舌にも楽しめました。ありがとうござい

ます！天候にも恵まれ金星も眺める事が出来感激です。また参ります。ありがとうございま

した。朝食も素晴しかったです。他のホテルの朝食バイキングよりも作り手の気持ちが伝わ

ってくる様な品々でした。いつも、バイキングの朝食は軽めにするのですが、何度もおかわ

りしました。チーズフォンデュ、絶品！斬新！！ 

４３． 元気で７１年、生きてきて本当に幸せをかみしめてます。１１年前に妹に大成荘に連れ

て来て貰い、当時は夫も元気でした。当時、口の重い夫は大変喜び、娘に「ありがとうネ。

いい旅を…」と礼を云い、娘も感激して照れて何も言えなかったそうですが、一人暮らしに

なった私も、２月より娘夫婦の住む日野市に転居いたしました。今回は夫はいませんが、や

さしい婿殿と１１年前同様、娘がなにくれとなく手を貸してくれ…、八ヶ岳の風景も大成荘

のスタッフの皆様方の行き届いた応対、おいしいお料理、美しい部屋、廊下に至るまで、私

は外国のホテルに滞在しているような満足感で一杯でした。ありがとうございました。支配

人、清水所長のはからいで一番星の観測も出来ました。親切に説明して下さいました清水所

長…。美しい星を眺められた素敵な一夜に感謝感激でした。 

４４． 大成荘は楽しかったですよ～。これで５回目です。 

４５． 大成荘はこれで４回目です。大成荘に来るときは、ポールラッシュ祭に行きま～す。 

   （かつた ももよ 様） 

４６． ハイジの村に行きました。雨でした。毎年来ているのに残念。 

４７． ユーホーキャッチャーいっぱいしたよ～。ハイジほしいな～。雨でリフトがとまってま

した。大成荘でたくさんお風呂入りましょう。みんなはオセロ、トランプしています。明日

はどこに行こうかな～。明日リフトに乗れますようにお願いします。花火もしたいよ～。 

４８． 双眼鏡とオセロ、屋上の望遠鏡の鍵を借りました。屋上に行ったら、曇りの為に星がま

ったく見えませんでした。残念。夕食、朝食ともに充実していて、満足です。８ヶ月の娘と

ロビーにいたら、他の宿泊者が声をかけてくれて、楽しいひとときを過せました。今度、機

会があったら連泊して、周辺をいろいろ回ってみたいと思います。 

４９． 飯盛山に登り、午後は「大草原の収穫祭」と、銘打ったポールラッシュ祭を楽しんでき

ました。前日は甲府下車で県立文学館の飯田龍太回顧展を２時間かけてじっくり…。山梨の



旅はいつも豊かなもので、大成荘の利用は大いに助かっています。食事も楽しみで無花果の

ゴマ和え、金目鯛のにこごり、蛸のシチリア風サラダは珍しくとっても美味しく戴きました。

いつも、いろいろ工夫して下さってありがとうございます。（神明 石田 様） 

５０． 夏も終わりに近い２６日に妹と姪と３人で来ました。母がいる頃、大勢でお世話になっ

た頃が懐かしいです。受付にその頃もいらした男の方がいらして嬉しくなりました。お食事

もいつも美味しかったですが、今日は格別でした。ゆりパークを見学してきましたが、もう

少し早い時期がお花を見るのには良かったみたいです。清潔なお部屋、行き届いたサービス

に心からのんびり出来ました。又、いつか利用したいと思います。（有賀 様） 

５１． 初めての大成荘でした。１泊２日です。１日目はシャトレーゼへアイスクリームの食べ

放題！サントリー白州へウィスキーの見学６０分と南アルプス天然水見学６０分とどれも試

飲つき！水、飲み比べてヴィッテル（硬水）と天然水（軟水）はホントに違いがわかります。

またインターネットを見て見学に来たと言うだけでプレゼントがもらえます。２日目、今日

は釣りに出かけます。ちと寒いですが、最近釣りにはまり始めた子供たちは楽しみのようで

す。大成荘の食事はおいしかったです。夕食はお肉がやわらかくて、アボガドソースが美味。

ボリュームもあって特別料理なんていらない位。刺身の船盛を食べましたが（注文）、翌朝に

味噌汁仕立てで出てきましたよ。朝食はチーズフォンデュ、八宝菜、フルーツはその場でカ

ット！！ありきたりの朝食でなかったことに感激です。掃除も行き届いていたし、又是非来

たいです。 

５２． 今日は初秋を楽しめた旅行でした。今回は子供と２人旅。そんな子供が生まれる前から

今日まで、大成荘に何十回お世話になったか…。そしてその子も今年で１０才。その子も今

回、旅行で初めてひとりでお風呂に入ったり、こどもとたくさん卓球したり、はしゃいだり。

大成荘もこの十何年でいろいろ変ったなあ～っと。料理のシステムも本当に色々変わり、そ

んなに食べられない私達には少しずつ色々な物が和洋折衷あって良かった。大成荘の方も

「今回はお二人なんですね」と、声をかけて頂き、顔をおぼえてもらっていて、知り合いの

ところに来られた感じで親近感あってうれしいです。いつ来てもホッとできる場所ですし、

何回も何回も来ても、清里の景色とともに、楽しみ方も季節によって同じ場所でも違って楽

しめるので嬉しいです。色んな発見、穴場もたくさん。大成荘の皆様にもいつもお世話にな

り、ありがとうございます。すいません。又来ます。（日野市豊田付近 ＭとＹ 様） 

５３． 日の出６時７分。早起きして美しの森から八ヶ岳、朝日が頂上から輝き始める姿には手



を合わせる心地して東を向けばもうすぐ日の出。やがて南アルプスの山々が浮きよってきて、

眼下のカラマツ。絶景の満足に朝食の満足。さあサア出かけるぞ、白樺湖へ。      

（万願寺 古希夫 様） 

５４． １４年ぶりに泊まりに来ました。料理とても美味しかったです。９月１日から学校が始

まってしまうので夏休みに良い思い出が出来てよかったと思います。 

５５． ８月２７日 家族で十数年ぶりに泊まりに来ました。その頃は息子もまだ生まれていま

せんでした。実家の両親と姉家族と夫婦の８人でその時は来ました。又、みんなで来たいで

す。夕食おいしかったです。幸せ（ＨＡＰＰＹ♡）あまりのおかずの多さにビックリ！？食べ

切れなかったです。大成荘のスタッフの方々、皆、とても親切で…ありがとうございます。

又、明日から頑張ろうっと。楽しかったナ。 

５６． ９月１４日 ２年ぶりに泊まりに来ました。娘の子も５才、２才になり大変な毎日を大

成荘にてゆっくり出来ました。又、皆で遊びに来たいです。中秋の名月、雲がかかって少し

しか見えず残念！！ 

５７． ９月２７日 この日が来るのを待ち遠しく思っていました。そして、あっという間に過

ぎて行こうとしてます。息子は何度か来ているようですが、私たちは初めてです。掃除が行

き届いていることにはビックリ。そして食事が美味しかったです。船盛を頼んでそのすばら

しさ。朝のおつゆのおいしかったこと。職員の皆様ありがとうございました。親切、お世話

になりました。又、来られる日を楽しみに！！ 

５８． 心身ともにリラックス。明日からまた頑張ります。ありがとうございました。又来ます。 

５９． １０月５～６日 昨年１１月中旬に来て今年も来ました。朝５時起き、おにぎり作り、

自宅７：５０発。飯盛山に登りさわやかな風が気持良く、又、山頂にたくさんのヤスデがい

るのにビックリ！何でこんな所にいるのでしょう。道中にも見かけましたが、大量発生の年

なのか…、他の登山家の話でした。紅葉にはちょっと早かったのが残念。清泉寮のアイスが

とてもおいしかった。ヤスデは７年に一度大量発生するとのことでした。職員の皆さんとて

も親切にお世話様でした。 

６０． 所長さんはじめ皆様とても親切丁寧な対応で、又、お料理もおいしく、お掃除も行き届

き、気持ちよく過させていただきました。ありがとうございました。 

６１． １０月８日 案を立てたのは本年７月でありました。幹事を引き受けてくれた青木さん、

中野さん２人と遺跡の里会長と事務的なことから市役所申込み等々、参加者２２名平均年齢



７８才の女性１９名男性４名。一番高齢は９２才。先ずは日野市を出発。遺跡の里・老人会

ですが、皆、元気で大成荘目指して出発。天女山で散策。空気おいしかったの何の。ナナカ

マドが紅葉して誠に美しく、目にしみました。きっともう一週間したら他の木も天然の美し

さと成ることでしょうに。道路も今日は空いていて快適な第一日目でした。大成荘の方も良

い方で何かと親切丁寧で言うことはありません。２２名感謝しています。よろしく。夕食は

食堂の美しさと食事も多彩で美味で、見ただけでこれはと、食べる前より満足。「料理は目」

と、申しますが、大した心配りに心打たれました。食も手をかけたものばかりでおいしくい

ただきました。感謝申し上げます。一同。（落川 斉藤 十三二 様） 

６２． １０月１１日 私は今日、山梨県にいっぱい来ました。私はここにいっぱい来たことが

あります。小須田牧場にヤギや馬がいました。家族で初めて行きました。私はヤギに草を集

めてあげました。 

６３． ９月２８日 急遽、思い立って女３代、３人で大成荘に来ました。来て良かったです。

大成荘を大切にしてくれるスタッフの方、大成荘に来て「又、来たい！！」と思ってくれる

方、いずれにしても日野市の大切な｢いこいの場｣として、これからも…ずうっーと愛される

大成荘でいてくれるといいなと思います。 

６４． 朝８：３０日野を出発。10：30 に小淵沢に着きました。ハロウィンの雰囲気にひたろう

とリゾナーレに行ってきました。かぼちゃたっぷりの装飾でとても満喫できました。その後

は道の駅小淵沢、体験工房へと行き、子供のためにまきば公園へ。たくさんの動物とふれあ

いました。とてものびのびした様子。笑顔がたくさん見れて、家族みんなで楽しめました。

すごく寒くなってきたので、「八ヶ岳倶楽部」へフルーツティーを飲みに…。とても美味しい

ョ！！我が家は 10 月末～11 月初に八ヶ岳に来るのは恒例で、今年は 8 年目。大成荘は 2 回

目。紅葉の頃には必ず来ます。その年々で山の雰囲気も違います。紅葉のグラデーションは

最高ですね。（大坂上 浅倉 様） 

６５． こんにちはぁー！！5 年生のときに行ったきりだったので久しぶりに感じます。そした

ら、たまたま友達に会いました。とても偶然！！東京から来たので、こっちが寒く感じます。 

６６． こんにちは！！八ヶ岳に来ました。枯葉を踏みしめる音。燃えるような色のもみじ。手

の形をしたかえで。秋だなあと、しみじみします。とてもいい思い出になりました。 

６７． 今日、お酒とシャトレーゼの工場見学に行きました。お酒の工場はお酒の臭いで臭かっ

たです。シャトレーゼはシュークリームの臭いがしました。アイスクリームの食べ放題があ



りました。めちゃめちゃおいしかったです。 

６８． 今回はじめての参加でしたが、お料理が美味しかったのと、従業員の方達のサービスが

気持ちよく心から楽しい旅になりました。 

６９． 大成荘ってすごくたのしい。何でかって言うと、ジュースを 3 本も飲んだからです。大

成荘のお風呂はすごくキレイで窓から赤色のもみじが見えました。多目的ホールでは卓球や

バドミントンをやりました。今日は楽しい1日でした。大成荘大好き！（下田 らい 様） 

７０． 大成荘大好き。すごく楽しかった。今日はいろんな所に行ったから。部屋もきれいだっ

たから。 

７１． １１．１～３ 何度訪れても大好きな大成荘に今回もお世話様になります。1 日目、日

野を早朝出発して、ハイジの村へ。ハロウィンの飾り付けも可愛く、香り高いバラの花に包

まれ幸せ気分で昼食。その後増富温泉方面へ出て「通仙峡」の紅葉見学。清流と巨石と紅葉

の峡谷の眺めは互いに映えて最高の風景でした。たくさんのカメラマン・カメラウーメンの

方々にビックリ。2 日目、昨日に続いて嬉しい秋晴れ！黄金色のからまつ林を是非とも見て

みたいと、メルヘン街道→麦草峠へ。錦織り成す自然の豊富な色彩に何度も車を止めて鑑賞。

富士山、八ヶ岳連峰も３６０度見え、幸せでした。麦草峠は２４００ｍ以上の高地なので積

雪があり、おそるおそる通過しました。冬はもうそこまで来ていると実感。「女神湖」へ出て、

木道を歩き、可愛い小さな花々に癒されました。３日目、いつもスタッフの皆様の暖かい御

接待に感謝しています。おいしいお食事に命が延びるみたいだねえと、家族一同喜んでいま

す。又、訪れますので宜しくお願い致します。（Ｓ・Ｏ 様） 

７２． ２週間前に孫たちと来ましたが、もう一度と思い夫婦で来ました。静かでのんびりくつ

ろぎました。又来たくなる気持ちは何なんでしょう…。きっと心も体もリラックスして良い

心地なのでしょうね。春になったら又来たいと思います。ありがとうございました。（高橋 

様） 

７３． 孫たちと一緒に来ました。楽しい一時を過させていただきました。お料理も家の味と同

じように薄味で良かったです。とても美味しく頂きました。 

７４． 今日晴天。予報は言っていたけれど、変わりやすい秋の空。６時半の出発。一路八ヶ岳

高原へ。久しぶり空は晴れて、山々の美しい山波や、木々の色の美しさに手を叩いて喜ぶ車

の中。おいしいうどんを食べ、おいしい空気も一杯吸い込んで秋空の美しい山や木々、満喫

した一日でした。久しぶりに訪れた大成荘。校舎の山荘から大変身。でも古い校舎の記憶は



すさまじく、同じ場所にいてなおさら思い出されます。大きな部屋、教室そのまま。あんな

経験はもう出来ないでしょう。今の大成荘もセンス良く、洗練されたたたずまい。又来たく

なる気にさせる建物、スタッフ。日野に住んでて良かったと思う気分です。今日一日天気に

恵まれ、我々の為にといった気分で過しました。ＨＡＰＰＹ ＤＡＹ ＦＯＲ ＵＳ  ３

人旅と思いきや、母はこっそり父を連れて…。ゆったりとした秋の日を豊かな自然の中で過

せた、すばらしい一日でした。 

７５． １１/２～３ 昨日から泊まっていましたが、温泉はあったかくて気持ちよかったです。

ここの宿のいいところは自然が近くて、空気がきれいです。ちょっと嫌だったところは、カ

メムシが少しいました。今度は初夏くらいに来て見たいです。２日は小淵沢の道の駅や、美

し森の展望台まで登ったりしました。富士山や八ヶ岳連峰が見えました。これからまきば公

園や清泉寮に行きます。大成荘はきれいで、居心地の良い部屋がありました。また来年も来

たいです。 

７６． １０/３０～３１ 小須田牧場～清泉寮 八ヶ岳が見えました。ダウンジャケットを持っ

てきて正解。と言うほど、寒いのに、皆ソフトクリームを食べていてびっくりしました。３

１日。滝沢牧場～しし岩～野辺山電波天文台～清泉寮～川俣渓谷。所どころ紅葉していまし

た。野辺山の電波望遠鏡は直径４５ｍ。白いお椀型の巨大な施設で、太陽などの電波をとら

えているそうです。清泉寮から川俣渓谷を散策。1.9ｋｍを 1.5ｈと書いてあったので、そん

なにかかるのかと思いきや、岩だらけの渓谷。ロープを使っての木の階段を下りたり、岩の

間を歩いたり…。渓谷の眺めは癒されたのですが、トレッキングシューズで臨むべきでした。

また、日中の散策をお勧めします。ところで大成荘にある、屋上の天体観測施設ですが雲が

かかっていて見ることができず残念でした。星が見たかった…☆☆☆  その後カシオペア

座が見えました！！！清泉寮で入手したキープ牧場付近ハイキングルートには難易度を記入

させてください。川俣渓谷は年寄り、子供は回らぬほうが良い。大成荘は全て結構でした。

ありがとうございました。 

７７． 8 日はソフトクリームを食べた。２０３号室だった。夜は食堂で食べた。卓球をした。

人生はじめてやった。うまくいかなかったけど、できるようになった。9 日はバドミントン

をした。ハプニングがおきた。で、人気のところにバトミントンの玉がはいっちゃった。ピ

アノのイスを使ってとった。すごく楽しかった。また来たいな。 

７８． ソフトクリーム美味しかった。ソーセージも。卓球やりました。楽しかったです。明日



帰ります。又来たいです。あっ！ポテトチップの袋がパンパンになって、なんか嬉しかった

です。大成荘の香り好きです。それでは。ありがとうございました。 

７９． 昨日は雨でしたが、今日は天気良好。秋の景色の中で 3 人の友達と楽しい会話とおいし

い食事でありがとうございました。また来る約束をしました。（増島 様） 

８０． 今日は天気も良く久しぶりの大成荘です。夜、館長さんの案内で屋上にて金星・土星を

見られ大変うれしく思います。天の川も久し振り（何十年ぶり）に見られて、ありがとうご

ざいました。（東豊田 楓 様） 

８１． 北海道から祖父母と母と子の 4 人で来ました。夕食がとても美味しかったです。みんな

で乾杯して楽しい一時が過せました。子供はちょうど 7 ヶ月になりとても良い記念になりま

した。（木谷 様 藤原 様） 

８２． お世話になりました。ありがとうございました。気持ちのいいおもてなし、レストラン

の雰囲気もとても気持ちよく楽しい一日でした。 

８３． 私は今日、卓球をしました。だけど、あまりできませんでした。ママとパパがやり方を

教えてもらってやってみたらできました。またやりたいです。 

８４． 10月25～26日 日野市ハイキングクラブ市民ハイカー69名でお世話になりました。す

ばらしい紅葉に会え楽しい談話に溢れ良い思い出になりました。来年も又来たいです。今日

は蓼科山、元気に歩きたいものです。ありがとう （寺村 隆司 様） 

８５． 今日は韮崎中央公園に行ってキャッチボールをしました。すべり台が長くてびっくりし

ました。大成荘に行きました。卓球をいっぱいしました。ごはんはおいしかったです。（第四

小 会沢 はるか様） 

 


