
 
 

平成２１年５月～２１年９月   

（順不同。用字については原文のままとします。）  

 

1. 第２保育園のさくらぐみのおともだちと一緒に来ました。昨日はまか

いの牧場に行きました。とっきつくりに行きました。ブロックで遊ん

だことが楽しかった。動物のウサギさんが楽しかった。 

2. ７/21 私は八ヶ岳でかぶと2匹とれました。 

3. 今回は３４年ぶりに訪れることが出来ました。思いがけぬことで、自

分乍ら有難くなつかしく思いました。もう一度来られるように元気で

いなければと、楽しみになりました。その折には日野又、お世話にな

ります。全てにわたり、お世話になりました。ありがとうございまし

た。 

4. 今回で３回目の訪問。昨年は初日が雨で、２日目が晴天だったので玄

関の傘置場に傘を忘れて帰りました。電話をして「必要に応じて自由に使ってください」と、言

っておいたのだが、来てみると管理人室で名札をつけて保管して頂いてました。使い古した傘で

したが、１年振りのご対面！…。管理が良く行き届いています。食事も美味しく、「甲斐の男山」

も美酒です！良い所です。 

5. 甲府下車で「太宰治 生誕１００年」を、楽しんできました。２００８年９月には津軽鉄道で、

金木の太宰の生家「斜陽館」を、訪れていたので思いを深くしました。大成荘はいつも気持ちよ

く利用させて貰っています。夏メニューも最高！ズバリ２重丸です！月１回の安らぎで、身も心

も元気をとり戻せます。日野市民で良かったとつくづく思っています。送迎車で朝、清里駅まで

送って貰えるようになって、食後のんびり出来るのも嬉しい限りです。（神明在住 石井様） 

6. 今日牧場に行ってきて、ウサギとヤギと馬に人参をあげました。楽しかったよ。お風呂に入って

気持ちよかったよ。 

7. 大成荘に来たのは今日で２回目です！！ １回目は小学５年生のとき、２回目の今日は家族で来

ました。久し振りに来たので、なつかしいです。小学生のときに来た日の天気は晴れでしたが、



今日は濃いきりがかかっています。とても残念です。小学生のときに来た日の夕ごはんと、次の

日の朝ごはんはバイキングでとてもおいしかったです。クラスの中にはおいしくて、食べ過ぎた

せいで、気持ち悪くなった子もいました（苦笑い）。でも、本当においしかったし、お風呂も気持

ちよかったので、楽しみです。又是非きたいなと思いました。 

8. 昨年、一番下の子が移動教室ではじめて泊めていただきました。「すごくよかった」と、言うので、

昨年の夏休み家族で泊まりました。アレルギーのある子なのですが、食事にも対応していただき、

とても感謝しています。とてもボリュームのある食事で、おいしくてとても満足しました。あり

がとうございました。今年は２回目（家族）になりますが、今回もとても良かったです。食事が

おいしくて、つい食べすぎてしまいます（太ったかも）また来年も来たいと思います。 

9. 今日は、みくと、こうと、まさると、もゆと、みかと、よしこと、みちこで大成荘に来ました。

去年はおじいちゃんもいたけど、今年は髪の毛が抜けてショックで来ませんでした。今日は萌木

の村に行ってきました。可愛いのがいっぱいありました！まだ、明日もその次もあるから、ちょ

ー楽しみです(̂ 。^) 

10. 今日は、朝風呂に入りました。すーごく気持ちいかったです。今日はナイトに花火です。すーご

く楽しみです。→花火やりましたぁ  いっぱいあったけど、楽しくてやりすぎて、すぐ終わっ

ちゃいました！明日もあるので楽しみです。   次の日  晴れたぁ やったぁ 又来ます！

来年も！ 

11. このホテルに泊まったのは、なんと…２回もあります。今日はロープウェーに乗りました。そし

たらなんと、どくろマークが描いてある岩のような石のようなものをみてしまった。怖! 怖いけ

ど、このホテルに泊まれるから怖くなくなっちゃった。しかも楽しいし！こんども３回目泊まり

たいで～す。ここで働いている人たちもがんばってください。このホテルの支配人がとてもよく

頑張っていたので、支配人がすごいと思いました。 

12. このホテルに泊まったのは、これで２回目です。すごくごはんがおいしそうと、思っています。

すごく楽しいです。あと、温泉も楽しそうです。でも、一日しか泊まりません。少しさみしくな

るけど、すごく楽しい１日ができそうな気がします～。   料理も美味しくて、スタッフの皆

様も親切でとても気持ちよく旅行が出来ました。また、泊まりに来たいと思います。スタッフの

皆さん、頑張って下さいネ。 

13. あいにくの雨の日曜日になってしまいました。大変お世話様になり、ありがとうございました。

夕食と朝食、とても美味しかったです。心のこもったおもてなし、心に残ります。また、家族で



来させて頂きます。温泉気持ちよかったで～す。お世話になりました。楽しい思い出ができまし

た。又来ます。 

14. 急遽、思い立って女３代（母・娘）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。 

15. 若い女性新人スタッフ中野さん。今日で３日目とのこと。早く日野市民の方々にも慣れ、頑張っ

てください。（小泉様）  昨日は終日雨だったが、今日は朝から晴れ。木々の緑がすっかり濃く

なり、夏ゼミが鳴いている。爽やかな風を受け、美し森や、清泉寮へ行こう。 

16. 太極拳の仲間と一緒に国立から来ました。無事に帰れそうです。充実のひととき。スタッフの皆

様、これから多忙な時、元気で頑張って下さい。（田中亮一 様） 

17. ２年ぶりに来ました。前回は利用者３組。今回は私たちだけの貸切。ちょっと恥ずかしいような、

嬉しいような気持ち。しっかり卓球もして帰ります。たった１泊でしたがしっかり休養出来まし

た。ありがとうございます。（西平山在住の方） 

18. 夏休みの初日の１８日からの２泊３日が、初めて抽選に当り、２ヶ月前から楽しみにしていたの

で張り切って孫達とお世話になりに来ましたが、初日に孫が熱を出してしまい、大事をとって翌

朝、急ぎ帰京いたしました。スタッフの皆様にも大変ご心配をお掛けし、ご面倒をお掛けしてし

まいました事を申し訳なく、お詫び申し上げます。一時は父親が清里方面で解熱剤や冷えピタを

購入してきて、調子が良さそうに見えたのですが、やはり、薬の効いている間だけのようなので

両親が不安がり、折角のチャンスでしたから誠に残念に思いましたが、帰京させました。初日の

中央道が渋滞して２倍位時間はかかりましたが、「八ヶ岳まきば公園」で羊やめん羊や馬やうさぎ、

かも等の動物さんたちに会え、大喜びしてさわったりも出来ましたから、一応、夏休みの良い思

い出は残ったことでしょう。帰京後の連絡でも「大成荘の皆様に宜しくお伝え下さい。病状の経

過は良さそう」との事でした。色々と有難うございました。全国のあちこちで豪雨警報が出てい

ましたが、こちらでは、通り雨程度で、自然を充分満喫することが出来ました。「八ヶ岳リゾナー

レ」「韮崎大村美術館」へも行けて癒され、今年の夏休みの良い思い出になり、感謝で一杯です。

スタッフの皆様、この時期、何卒お疲れが出ませんように。ありがとうございました。又、伺わ

せてください。（O・H 一同 様） 

19. また、卓球したいです。 



20. 今日は雨でお外で遊べなかったけど、とても楽しかったよ。先に温泉に入りました。 

21. 今日は馬に乗りました。 

22. ゆっくり出てきたので、道路は混んでいるかなと思いましたが、車は多かったもののスムーズに。

車はここに置いて自転車で散歩。途中、桃の売店で１個買い洗って食べました。まだ、硬くてナ

イフを借りてむいて食べ、お昼になったので野辺山駅近くで定食を。久し振りに自転車に乗った

ので UP DAWN はきつかった。娘に言われていた通りでした。明日は七賢にでも行って早めに

帰ろうと思っています。東名上り、早く開通してくれ！！  PS 大成荘、久し振りでした。こ

の前来たのは、一緒に来ている息子が小学校だったかもしれません。 

23. 家族４人で来ました。泊まる日を一日間違えてごめんなさい。うちの母が泊まる日を間違えたの

で、又今度、ちゃんと泊まりたいです。日にちを間違えてもちゃんとごはんも出してくれました。

ごはんがすごくおいしかったです。 

24. 私は清里が大好きです。それは清里には本もあるし、広いし、すごいからです。私は清里に何回

も来たことがあります。初めて旅行に行ったのは清里でした。私はその時すごいと思いました。

私は来てよかったと思いました。 

25. 大成荘を利用するのは初めてでした。妻と２人です。夕食はとても美味しく、またボリュームが

あって満足しました。天候にも恵まれましたね。又来たいと思います。（多摩平 M・K×２様） 

26. 大成荘は初めてです。話には聞いておりました。私も喜寿の祝い、子供達がどこかにと言ってく

れましたので、大成荘に行きたいと言ったら申し込みをしてくれました。初めてのことで、楽し

みでした。山もきれい。食事、風呂も、皆満足しました。本当に嬉しかったです。職員の皆様本

当にありがとうございました。 （川辺堀之内 様） 

27. 大成荘、初めて。うわさの通りの美味しい夕食にビックリ。今日は空いているので申し訳ない位。

お風呂も一人占めでした。梅雨時、午後はパッと晴れて気持ちが良いこと。又、参りたいと思い

ます。窓にカーテン欲しいな。 

28. 小５の時以来の大成荘。もう４年もたったな～。時間がたつのが、とても早く感じます。でも、

ここに来たときのあたたかさは４年たっても変わりません。今回来たかった理由といえば、食事、

お風呂、そして卓球！ はとこの家族に誘われて、大成荘に来ました。やっぱりここの食事はお

いしく、見た目もきれいでとてもよかったです。特に、朝の卵焼きが美味しかったなぁ。ここに

来てからほとんど卓球。でも、あまり調子がよくなかったから、もうボロボロ。いつもの必勝パ

ターンが決まらないー。でも、そのあとの風呂でキレイサッパリ。こんど卓球やるときは絶対勝



つぞー！！（西平山 １３才 男 様） 

29. 前者のはとこです。デ、はとこは卓球部で、me も卓球部なので…。と言うことは、永遠に卓球が

出来る！！（ハハッ！）まー、連れて来た理由はそれなんですけど。小淵沢の I・C で降りてサン

トリーのウイスキー工場を見学したけど、２０回以上来てるんで、工程を知り尽くしちゃってま

す。だから、僕としては早く大成荘に来たかったんですが…。来た直後、すぐ卓球やって幸せに

浸りました。そしたら、すぐ夕食の時間が来て、食べに行きました。今まで数え切れないほど大

成荘に来てて、毎回思うけど、食事は量が豊富で、豪華で、お腹いっぱいいただいています。胃

袋に詰め込んだので卓球できなくてゲームやってました。大成荘っていつもより風呂に入る意欲

がわいてくるんすよねー。不思議。疲れたので、寝ます。おやすみー！ 次の日、今日は１２時

まで卓球したら、道の駅「小淵沢」で、そば打ち体験をしました。その道の駅、いろんな体験が

あっておもしろいですよ！打ったそばを昼食にしました。大成荘にもどり、やはり卓球。２日間

で相当試合したけど、１セット取られた以外は全て勝って嬉しかった。とにかく、「又来たい」の

一言です。 

30. ここにお世話になってもう１０年経ちます。親子でのうれしい思い出。今は夫婦で年に２～３回

皆さんの笑顔に迎えられ、心のこもった食事が何よりの楽しみです。（東平山 H・Y 様） 

31. ハーイ、やって来ました。大成荘でーす！！霧が濃くて今日は何も見えませんが…。まあ、そん

な日ばかりじゃありませんよ！これから、霧が晴れて夜空に星が見えるかもしれませんよ！！そ

れは、ありえないかも。ここに来るまでの運転も命がけでしたよ。 

32. わホー♡ 最高。でも、雨だった。楽しかった。でも、雨が降っちゃった。 

33. 大成荘最高。ハッピー。ハッピー。卓球、めっちゃ楽しい～！ 

34. 初めて利用させていただきました。梅雨の時なのに天気に恵まれ、美味しい食事をいただき、野

鳥の声で目覚め、朝の散歩楽しめました。また、世話になりたいと思います。 

35. 卓球、もっとやりたかった。料理もおいしかった。（和田 洋輝 様）  ７年前２才の孫が９才

になり２度目の旅。楽しく過しました。皆様ありがとう御座いました。今度は冬に来たいです。 

36. 日野市日野から初めて来ました♡ （知人の紹介で…。）部屋数が少ないのが、良いような、さみ

しいようなって感じですが…。お風呂は思っていたより広く気持ちがよかったぁ。夕食…。すご

いね～。大人でも食べきれないほどの量でした。ありがたいです。日野の大成荘！また、来たい

ナ！って思いました。子供からすれば、プールや少々のゲームセンター的な物があったら満足だ

とは思いますが、大人からすれば充分って感じです。（だって、安いんだもん。）ここだけではな



く、他にもいくつも作ってもらいたい感じで～す！よろしく！夏はフロントに花火があると（売

ってると）いいかも！持参したが、楽しかったヨ。ありがとうございました。滝沢牧場も良いで

すが、愛宕山こどもの国＆科学館も安いし、１日中遊べて子連れにはオススメだよ！ 

37. 新しい一ページを幸せの ふくろう でご挨拶！月に一度、大成荘を訪ねるのは楽しいことです。

職員の皆さんがその季節ごとの飾り付けを工夫して下さって、心から迎えて下さっているのを感

じることができます。いつもノートに書くのは、その日の料理の見事さ。何度来ても、又来たく

なる。美味しい心づくしの献立に幸せいっぱいになるのです。４月１３日、送迎車に初乗りさせ

て貰いました。いつも５０分近くかけて、清里の駅まで歩くのです。それはそれで楽しんで、山

を眺めながら、鼻歌など歌って歩きましたが、１０分で駅まで送って貰えると、７時３０分の食

事のあとすぐ出ないと、１０時２分の電車に間に合わなかったのが、ゆっくり出来るようになり、

これも心遣いに感謝する幸せの一つです。（神明在住 石井 様） 

38. 山梨県は山やきれいな川があってよかったです。大成荘は何回も来ているので、行く度に楽しく

なります。なので、又来れたらいいと思います。（東京都在住 TAKU 様） 

39. ＝若みどりいっぱい＝  日野を出発の時は、空は暗く雨がザーザー。これからの２泊３日、大

成荘への旅は何か少々不安でした。ぜひ晴れて欲しい。私は晴女ですから… と、思いながら萌

木の村へつきました。ゆっくりランチをしながら、すっかり晴れてとても先が明るく見えました。

大成荘の皆様はとても暖かな方々で本当に心休まる日々を送らせてもらいました。料理も季節の

先取りが。又、色々な工夫が見られ、味も器も材料も板長さんの苦労が見えました。とてもうれ

しく、おいしくいただきました。お風呂も部屋のお布団もとても、とても気持ちよく休まりまし

た。ありがとうございました。 

40. 川で遊んでいたら、男の子が滝から出てきました。「私もやってみたい。」と思い、滝のうらに行

きました。ザァーとものすごい音がひびき、ちょっとこわくなりました。思い切って飛び込んだ

ら「たいしたことじゃないや。」と、何回もやっていたら、もうなれてきました。１回だけ岩の間

に落ちたこともあったけど、どれもおもしろかったし、楽しかったです。（山田 玲美 様） 

41. 以前来た時の食事はとてもおいしかった。今日のメシまずかった！まずすぎ～。もー食べねー。

外食にしよ～と！食事がたのしみで来たのに…。 

42. ２年前の夕食はバイキングでしたが、今年はバイキングではなかったのが残念でした。お風呂き

もちよかった～。清里のアイスクリームがおいしかったです。私は５月に大成荘に行きました。

（移動教室で…）今年と２年前と部屋がきれいです！いつもは団体の部屋ですが、今年は一般の



部屋でした。 

43. お風呂が熱かったから、なかなか入れなかった。時間がかかった。リフトがちょー楽しかった～。

全然こわくなかった。お姉ちゃんは、こわくてリフトが乗れなかったから、お母さんと乗った。 

44. 今日、シャトレーゼに行きました。アイスがタダだったから、私は２本食べました。おいしかっ

た。その後、ひまわりを見に行きました。とても綺麗でしたが、虫がいてちょっといやだったで

す。（ハチ）など…。四葉のクローバーを見つけました。２つ。 

45. 今日の夕食は昨日よりもおいしかった！ハイジの村ではスタンプラリーでけっこう楽しめた。そ

の後のひまわり畑で靴は汚くなったけど、けっこうきれいだった。シャトレーゼのアイス食べ放

題がおいしかった。 

46. 朝ごはんがとてもおいしかったです。昨日はハイジの村と、まきば公園に行きました。楽しいか

ら行ったほうがいいよ！今年で大成荘に来るのは１４回です。来年の夏も又来ます。 

47. 大成荘に行けてうれしかった。うれしかったことは、よるごはん、えいが、ねる、あさごはん。 

48. 夏の献立、最高！今日で２度目を楽しみました。紫芋酒のきれいで芋の香りふんわりをまず味わ

い、幸せいっぱいのご馳走づくめでした。（最高の主婦のしあわせ…！！）いつも、おいしいメニ

ューです。もう一回食べたいと思うことがあります。だから、同じメニューが出るとすごくうれ

しい。そして、前回よりももっと味付にも工夫されて更においしくなっていて最高！（夫の満足）

（神明在住 石井 様） 

49. ２０年前の飯盛山はどこへ行ったのでしょう。昨日、登ってホッとしました。山道が整備されて

いました。それでも一生懸命花が咲いていました。毎月、八ヶ岳やきれいな空気を吸いにどうし

ても来たくなります。大成荘の食事の魅力にひかされ、今晩は何かな？と、ワクワクしてのぞみ

ます。オイシイものばかり。オイシイモモを買っていきます。職員の皆様ありがとうございまし

た。又来るネ。 

50. ７/２７から２泊して、とても楽しかったです。卓球などの無料貸出、食事がおいしかったです。

僕たちはハイジの村、丘の公園、佐久へ行って楽しかったです。外見もきれいでビックリしてみ

んな「良い旅館だ」と、満足しています。そのまんま大成荘を続けてください。 

51. 今日、私は清里の森に行って、オルゴールを作りました。大成荘はやっぱりきれい～。私は毎年

はずれず楽しみにきています。中学になっても来たいと思います。（会沢 遥 様） 

52. 今日、大成荘に行くまで３：００まで公園で遊びました。中学生になっても行きます。 

53. 夏休みだったので、知ってる人がいました。いつも来ているときは２泊だけど、今日は１泊でし



た。楽しかったです。お世話になりました。 

54. 去年私は、大成荘へ来る時「談合坂」パーキングへ行って、トイレ休憩とジュースを買いました。

昼は「美味小屋」で、バーベキューをしました。ごはんがおかわりできたので、嬉しかった。肉、

ウィンナーソーセージと焼き芋、おいしかった。雨が少し降っていたけれど、大成荘でスイカ割

りをしました。その時に水を人にかけるのをしました。みんなで盛り上がりました。今年も同じ

パーキング休憩場所と、お昼も同じだったけど、味が落ちていなかったので、良かったです。ま

た、ここへ来たいです。 

55. 久し振りに大成荘に来ました。山梨の空気はとってもおいしいっ！！最高です。今年は１泊２日

なので、なんとなく淋しい（？？）です。そして、今日は八ヶ岳アウトレットモールに行き、お

洋服や、ヒールなど買い、気づくと５：００！！急いでここ大成荘に来ました。６：００にはこ

こに着きおいしい美味しいご飯を食べました。卓球は超燃えました！！お風呂も、きもちい

い！！大成荘大好きー♡♡ ５年生の移動教室以来かな…？？ でも、又来年も絶対！！うん、絶

対！！来ますぅ♪ その時は中２かな １５１ｃｍの身長からちょっとは伸びてる事を願って…

（笑）  Thank You んじゃ…行って来ます！！ 

56. ぼくのお父さんが、この日、頭が痛くなっちゃったって、ごはん食べたときお父さんが席を離れ

たので僕はアイスを３個完食しました。  田舎のない私達家族は、まるで里帰りするように♡’’ 

大成荘を利用させて頂いています。いつでも、とても掃除が行き届いて清潔です！！従業員の

方々もとても気持の良い対応をして下さいます。食事もとてもおいしく、見た目も楽しませてく

れます。昨日は山中湖で１泊してきましたが…、家族が声をそろえて、やっぱり大成荘がいいよ

ね♡と、言っています。清里駅前のおみやげ屋さんなど、閉店しているお店が多く（不況のせい？

…）さびしい感じがしました。賑わってた時代を知ってるだけに…。 

57. 清里サイコー！山道の近くの歩道に鹿発見！！そして、山道でなぜかヤギの声！カエルがいたか

ら、鳴き声かな？聞いてみてね！！ 

58. 清里 楽しいです！山でシカ発見しました。もう１こカエルがいた！ワオ！自然はいいナア～。

よーし、又来るぞ！！ 

59. 清里に来たのは昨日。今日はハイキング♪ 楽しかった！アイスおいしかった♡ 先生たちが怖い

話はおもしろかったよ。また、来たいな♪ 

60. 急に、空きがあり、家族４人で泊まることができました。いつもお料理が楽しみです。１泊だけ

でも、リフレッシュできました。大成荘、大好きです。 



61. 学校の移動教室で八ヶ岳にきました。大成荘のバイキングがカレーがとてもおいしかったです。

山登りなど思い出がたくさん出来ました。本当にありがとうございました。 

62. 日野市立潤徳小学校から来ました！！すーっごく楽しみにしてました。大成荘最高！！私達は、

レク、布団、入浴、食事、保健、班長に分かれました。大成荘は楽しいぞ！ 

63. 日野第一小学校から来た５の１女子です。カラオケ最高！大成荘最高！ 

64. 日野五小の５年 今日は移動教室だったにょ(・.・;) ８人で一部屋はなかなかキツい（笑）うる

さくなるわぁ…。でもやっぱ大成荘最高！ここは居心地がいいけど、テレビがないよオオオ！ギ

ャヒイイイ 部屋ではバツゲームジェンガで盛り上がった！！ 

65. 八ヶ岳初めて…。緊張した！お風呂気持ちいい～。カレーバイキングもいい。又来たい。みんな

なかよふ。大成荘は設備も整っていて、とても良かったです。また、友達と来たいです。ハイキ

ングはとても疲れたね。お風呂、すっごくきもちー。ナイトハイク楽しみ。カレーバイキング楽

しみ。カレーバイキング美味しかった～。八ヶ岳２回目！！移動教室でチョー緊張―です。又絶

対来るよ。お風呂がとっても気持ち良かったよ。 

66. 瑞牆山のクリスタルロードは要注意です。目の前、清里のバスだったのに走り回っていたら、甲

府に戻っていました。タッラ～ こんな奴はいないか…。新緑は満喫しました！！ 

67. 五年 ミステリーツアーこわかったです。お世話になりました。A・バイキングの食事がとてもお

いしくて疲れがとれました。A’・景色がすごくきれいでした。N・カレーのおかわり、いっぱいし

て、お腹いっぱいおいしく食べられました。M・カレーバイキングがおいしかったです。A③’・

昨日牧場で牛の乳絞りをした。ちちがなまぬるかった。ありがとうございました。 

68. 平山小で～す。楽しかった～。さよなら 

69. ちょー楽しかった。めっちゃ楽しかった。押入れの中に入れて良かった。いっしょに遊べてよか

った。友達といたから楽しかった。 

70. 今回はキャンプで来た。まだ、１日目の夜なので余裕～♪ これから楽しくいくぜ 

71. 七小 今日は雨が少しふりました。食事も温泉も楽しくて、今日で３回目です。又来るよ。 

72. こんにちは 泊まってみて思ったことは、涼しいということです。お風呂はあたたかく、食事は

とてもおいしかったです。朝のバイキングでは、フルーツをたくさん食べたり…。と～ても楽し

かったです。又来たいです。 情報…近くと言うほど近くはないですが、まかいの牧場はたくさ

んの動物とふれあえてとても楽しいです。是非行ってみて下さい。 

73. 小学生です。５年生です。小学校の移動教室で来ました。食事もすごくおいしくて、楽しいです



～♡ アイスクリームを食べた所でけがをしました。すごく痛かったけど、ここにきたら痛くなく

なりました。大成荘の方々のお陰です！大成荘の方々、美味しいご飯、きれいな部屋、ありがと

うございました。 

74. 家族で来ました。家からまっすぐに大成荘へ。お昼はバーベキュー。竹の棒にアルミホイルをま

いて、ホットケーキミックスでバームクーヘンみたいなパンを作りました。今年もおいしくでき

ました。子どもも、見てるだけでなく、材料をあわせたり、洗い物をしたりと、良い経験でした。

木のプレートを１００均で用意しいろいろグッズをつけて、家族の思い出プレートを作りました。

娘は来年移動教室でここに来ます。その時、大成荘で布団を敷いたり、シーツをかけたり、はが

したり、しまったり、ゴミ箱、水筒洗い、そうじ…いろいろ役に立つことでしょう。鍵のかけ方

も、児童館のキャンプとは違い、同学年の子どもと生活をします。その時どんな感じかな？食事

は大変美味しくて満足できました。 

75. ５年生の移動教室で行きました。私は毎年スキーの帰りに行きま～す。 

76. １日目…家族で八ヶ岳に来ましたー！！大成荘に来るのは何回目？？（１０回位？）道の駅に行

って八ヶ岳コーヒー牛乳を飲みました。おいしかった。そして、夕食もゴーカで、デザートおい

しかった。夏休みの宿題も進んだし…、今日はよかったです！２日目…滝沢牧場へ行ってきまし

た。生キャラメルは、とろけておいしかった。大成荘のロビーでかわいいストラップ買ってもら

いました。そして、大～好きなミルクケーキもいっぱい買ってもらいました。今日は清泉寮に行

って、ソフトクリームを食べました。めっちゃおいしかったあ～。３日目…今日は☂です…。小

淵沢に行って、何か体験してみよーかな！３日間早かったです。朝ごはん、夕ごはん、とっても

×２おいしかったです。又来まーす！！ありがとうございました。 

77. 久々の家族旅行ですわぃっ♡ ２１４号室オミナエシです。夏休み始まって以来の…初の旅行です。

あー楽しいな～。家の PC とお別れしたのはつらいが…。大成荘に来るのも、家族との旅行も

久々でとっても楽しくて嬉しいです。それにもうすぐ新学期ですからネ。（泣）何か楽しいことが

ないと…。私の学校８/３１から始まるんですよ…。（汗）うざいわ…。だから、最後にこういう楽

しいことあると、心ウキウキだすよぉ。料理、おいしいです。部屋最高です。涼しすぎ！笑…。

大成荘はホント好きです。キレイだし、卓球から、バトから…など遊べますし！父が日野勤務で

良かったあ…。東京は暑いんだけど、ここじゃ寒いくらい。でもきもちイー。家族みんなでギャ

ーギャーギャーですよ！そうそう、ここに３泊するんですよ。いつもは２泊なのに。だから、な

おさら嬉しさ MAX です！！絶対また来ます。でも混んでてとれない…とか。あ～また来れます



よーに。ありがとうございました。 

78. 小学生 5 年生。八ヶ岳に来ています。まずハイキング！出発式、長い…（15 分）帽子を忘れてピ

ーンチ、お母さんが届けてくれた。セーフ。ハイキングは 5 人。天女山方面へ GO! 疲れた。川

の水が気持ち良い！ 

79. 今日からとても楽しい 2 日間。大成荘には 2 回目ですっ。3 人で来ました。とても楽しい 2 日間

でした。ありがとーございまーした。J・T雨がふっていてなにも見えませんでした…。 

80. 今日は大成荘にとまりました！！1 日目は霧が多くてびっくりしました。雨がふって花火が出来

なかったので残念でした。でも、部屋でトランプをしたり、卓球をしたりしたので楽しかったで

す。又来たいと思います。ありがとうございました。 

81. 大成荘とまり 楽しい 2 日間を過させていただけました。卓球をやったり、バドミントンをやっ

たり、いろいろと楽しい日をすごしました。いろいろとありがとうございました。又来ます。 

82. 今日は朝4時に日野市を出て、8 時に伊豆、今井浜で海水浴（１５０ｋｍ）。13時に今井浜を出て

１８：３０に大成荘着（約２１０ｋｍ）。合計３６０ｋｍの旅の強行軍はつかれました。でも、5

人の子供たちも喜んでくれて、大満足の 1 日でした。さて、明日はいづこへ…。お父さんひとり

でずーっと運転して、みんなはぐーっすり夢の中ｚｚｚ。大変お疲れ様でした。雨の予報だった

のに今井浜で泳ぐときにはすっかり青空で気温も上昇。海水浴日和になりホッと。しっかり日焼

けしてしまい、楽しい 1 日を過ごし、又明日からガンバルゾって充電させてもらいました。感

謝！お父さんは靴下をはいているかと思うくらい、焼けていました（笑）私もところどころ焼け

て、お風呂に入ったとき、すごくヒリヒリしました。と言う感じで、私達は今井浜へ行きました。

今日は波も高くて、メチャクチャおもろ→→目がしおだらけに…。海に向かって右側へ行くと、

船の露天風呂があったり、楽しかった（無料）。それに、宝探しもあって（100 円）今日、本当に

楽しかったです。 

83. またまた、大成荘に来ました。大成荘は``７７７７〝♡ドキドキ♡しながら行ける所で、部屋から見

る外もとてもきれいです。多目的室で卓球ができたりして楽しいです！！また来ま～す。 

84. お世話になりました。2 回目ですが、いつもゴハンがすごーくおいしくって、びっくり！！団体

棟でしたが、お部屋もキレイでよかったです。 

85. 毎年大成荘に来ています。いつも、ごはんがおいしくて、布団も気持ちがいいので、これからも

いっぱい来たいです。 

86. いつもおいしい食事、有り難うございます！小さい時から大成荘に来ているので、とても馴染み



深いです。温泉も最高です☆ また、職員の人たちの対応もとても良くて、気持ちがいいです。

また、機会があったら来たいです。 

87. こんにちは～！！3 人以外私だけが 2 回目の長女です。小学生いらい～。カレーうまかったなぁ。

…まぁおいといて。みなさん（はしゃいでる！！私も最近すっごい疲れてたから、たまにはバカ

みたいに笑ってはしゃいでもいいかな～なんて。明日からも元気に行くど～！！お～！！ 

88. 日野一小の者です。大成荘、最高。部屋きれいー。また来てー。サイコー、メシうめー。ソフト

クリームうまい。やわらかいから、まっすぐにしないと落ちるよ。 

89. コンニチハ！日野から来たものデス！ハイキング、やば～！！（と、言うより、登山？？）（ハ～、

かったるい～）でも、楽しい～！！お買物、ちょーたのしいんすけど。楽ちいコトいっぱい。（テ

ンション、アゲアゲっすか！？） 

90. ブルーベリー狩りに行きました。すっぱかったぁー！でも、甘いのは、甘かったなぁ～！ 

91. お風呂のお湯も気持ちが良かったです。夜食もとてもおいしかったです。 

92. 昨日から家族で大成荘に泊まりました。とっても楽しい 2 日間になりました。また、来たいです。 

93. どーも Yolunteer Circle コアラでーすっ♡ カレーまぢ うめえ（笑）笑って書いてるけど本当

においしかった。朝ごはんもバイキングでいっぱい食べたよ！！少年学級の人たちと楽しんでま

ーす！！大成荘の皆さんありがとう*^_^* 

94. 今日は清里ラインをドライブしながら風景を見るのがとても良かったです。その後、清泉寮に行

き昼食を。その時、風にうたれながらカレーを食べたのですが、とても良かったです。明日は美

しの森と八ヶ岳ラインをドライブしたいと思います。 

95. おすすめ！！屋上での星座観察。来るたびに星座を見ていますが、今回は天の川を見ることがで

きました。ぜひ、清里の星座を眺めて見てください！ 

96. 大成荘に前回訪れたのは、私が小学校２年生の時…。建物がどんなだったか、かすかな記憶しか

ありません。でも、下のロビーに置いてある写真を見て、思い出しました。父母、兄の家族と父

の兄弟妹と、いとこたちと一緒に泊まりました。今から３４年前…ですね。今日は、だんなさま

と、娘（小学４年生）の家族３人で訪れました。うわさでは「キレイになったよ～。いつか行っ

たら♪」と、母や友人にも勧められていましたが、普段、仕事に追われている日々。予約すら面

倒で、なかなかチャンスがありませんでした。夏の旅行は、毎年、飛行機利用で、海外や北海道、

沖縄 etc と遠出が多かったけど、今回は信州の方をグルッと周り、最終日にここ大成荘に来まし

た。そうそう、日野山荘も行ってきました。なかなかいいですね。素敵なところです。とっても



気に入りました。お料理も美味しかったです。さすが、企業公社さん！サービスもプライスも日

野市民に優しい…。日頃の疲れが癒されました。ありがとうございます。 

97. 黒井健、絵本ハウスに行くため、初めて「清里ピクニックバス」の一日周遊券を利用してみまし

た。先ずは、大泉周遊コースで牧場公園をまわり、八ヶ岳大橋からの見事な八ヶ岳を眺め、清里

駅に戻りました。お昼はいつも通りグラタン「アミ」で、満足。今度は清里周遊コースのバスで、

黒井健、絵本ハウスへ。ご本人のサイン会もあり、心癒される黒井健の世界を１時間近く楽しみ

ました。駅に戻るバスは、そのまま学校寮へ。学校寮、明大前で降りたらちょっと歩いて大成荘

でした。月１回の大成荘宿泊。毎回食事が工夫されていて美味しく、やめられません。スタッフ

の方々のサービス、笑顔も良く、いつも感謝しています。（神明 石井 様） 

98. こんにちは！！はじめまして。家族で旅行に来ました。私は大成荘に来るのは４回目ぐらいです。

何回来てもいいですね～。ごはんもおいしいし、遊ぶところもあるし。今日はみんなで「ガラク

舎」に行って木工教室と私のイスの足を切ったり、清泉寮に行ったりしました。清泉寮ではソフ

トクリームを食べました♡ すっごくおいしかったです♡ 

99. 中１初めての夏休み。宿題全然終わってないのに来ました(――;) 毎年、家族＋祖父、祖母×２

でいろんな所を回ってます。後ろを振り返ると、宿題が追ってきそう。そんぐらいヤバイ。誰か

手伝って。←関係ねぇ。ここに来る前、清泉寮でソフトクリーム食べました。２回目です。でも、

９月に修学旅行でソフトクリーム食べるみたいです。おいしかったからいいけど(゜A )゚ ちょっ

とねぇ？では、明日楽しんで帰ります！宿題かぁ…ガーン 

100. ３回バーベキューをして、１回じーちゃんとおばあちゃんと一緒に泊まりました。楽しかったで

す。 

101. 乳絞りをしました。牛のおっぱいは、やわらかかったです。楽しかったので、また行きたいです。 

初めての大成荘。キレイで食事もおいしく、とても良かったです。日頃の行いのせいか、星を見

ることが出来ず残念。またの機会に…。違った季節の大成荘も体験してみたいです。 

102. 今回で６回目の大成荘。いつも、ほとんどが団体棟での泊まりなので、一般棟での泊まりは２回

目。…だと思います。野草観察や月の観測などがあり、今年も楽しめました。料理もおいしく、

また、スタッフの方も優しくして心がほんわかとします。例年、夏に来ているので、次は冬や春

など違う季節の時におとずれたいです。また利用させてくださいね。ありがとうございました。 

103. とってもごはんがおいしかったです。またきます。（まなちゃん ６才） 

104. 最初に牧場に行きました。ちちしぼりをしました。牛の乳は思ったよりやわらかかったです。バ



ター作りをしました。牛乳をふったらバターが作れました。バターをパンにぬって食べたら、す

ごくおいしかったです。大成荘のごはんもおいしかったです。（晴久さん ９才） 初めて大成荘

に来ました。日野に住んで１１年超になりますが、人から「いいよ！」と、話を聞いても、なか

なか来るチャンスがなく、やっと来ることができました。聞いてた通り、きれいな所で食事もお

いしく、大満足です。また、家族で来ようと思います。（ハルマナのハハ 様） 

105. 大成荘は大好きで、もう１０回以上利用させていただいています。団体棟も一般棟もどちらも泊

まりましたが、お部屋もきれいで、お料理も美味しかったです。１泊でしたが、気持ちよく過ご

す事が出来ました。以前は母や家族と来ましたが、今回は妹と姪で、やって来ました。家族もい

いですが、今回は又、違った感じでいいものです。皆さん、爽やかな清里へ来て、大成荘に泊ま

りましょう！気持ちいいですよ。 

106. 実践女子ゼミ合宿！！ ごはんおいしかったです。卓球もバドミントンも楽しかった。筋肉痛で

す。ありがとう。思ってた以上に気温が低く、夜が寒かったです。でも、お布団がフカフカであ

たたかくて快適に眠れました。花火もバトミントンも卓球もやりました。楽しかったです♪ 大

成荘の方達もとてもイイ人たちばかりで本当に心地良い時間を過させていただきました。女子大

団体で訪れて、色々うるさかったと思われますが、最後までよくお世話をしていただき、ありが

とうございます！ 

107. 私は大成荘に結構来てます。ここはいいね～。今日はバドミントン、卓球をしました！お風呂も、

ごはんもいいネ～！お布団も気持ちよかった。私はパズルをやったよ～。オセロやりたかったけ

ど、他の人がやってました。また、来たいです。 

108. 今日で夏休みが終わるよ。でも、最後に大成荘で過せてよかった。今日の朝はバイキングでいっ

ぱい食べたよ♪ 昨日も今日もバドミントンしたけど、やっぱり天井が低いな。でも、できて良

かった。ずっとやりたかったから…。夜は９：００にねたから…睡眠久しぶりにたくさんとった

よ(^。^) 帰るのがイヤだな。でも、また来ま～す。ありがとうございましたぁ。 

109. 高速道路に乗ったとき、雨が降っていたので、天気が心配しました。でも、大成荘に着いたとき

は太陽が出ていたのでホッとしました。私は 4 回大成荘に来たのですが、どの日も一番食事がお

いしかったです。朝はバイキングだったのでとてもうれしかったです。バイキングは自分の好き

な物がとれるからです。家族と、「大成荘はきれいだね」と話していました。食堂はほとんど木で

出来ていて、上品な感じがしました。4回目も１～３回目も、とても楽しくすごせたので良かった

です。今後、また、大成荘に来た時も楽しく過したいです。大成荘が開くまで「吐竜の滝」に行



きました。そこの滝の川は、水が透通っててきれいでした。とても冷たい水でした。次に「ハイ

ジの村」に行きました。ハイジの村では、アニメの作り方や、塔、家などがたくさんあって、ハ

イジの主人公になった気分でした。最後に「ひまわり畑」に行きました。行ったときはひまわり

が満開で、地面が黄色に染まっているようで、とてもきれいでした。その次に、清泉寮でソフト

クリームを食べました。濃厚でとてもおいしかったです。このように私達は 4 つの場所に行って

楽しめたので、とてもよかったです。私の一番のお気に入りの旅館は大成荘だと思います。あり

がとうございました。 

 

 

 
 


