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平成２２年２月～２２年５月 

           （順不同。用字については原文のままとします。） 

 

１．２月１３日 今日、スキーした！！中級と

上級をすべった！！ まあまあできた♡ 明日は

シャトレーゼに行きます。 ちょー楽しみ。雪

がいっぱい降ったよ。 

２． ２月２１日 なんと友達と会った。一緒

に遊んだ。１時間３０分くらい遊んだ。まさか

会うとは思ってもいなかった。学校でも来た事

なかった。楽しかった。 

 

３． ４月１７日（土）※ここに来たのは３回目※  妹：明日はソフトクリーム食べに行きま

す。  私：布団がふかふかしてて、気持ちいいです。ご飯もおいしかったです。いつか

また来たいです。  母：家族４人で来れてよかったです。  父：何回来てもリフレッ

シュできますね。 

４． ４月２４日（土）～２５日  約１年ぶりの大成荘！ 今回は友人家族＋α＝総勢１４名

で来ました。（大人９人 子ども５人） ひるに着くはずが、ひるを過ぎ、だいぶ遅いひる

を野外バーベキューでした。４月下旬・寒かったぁぁあ。館内の方がホッとあったまる。

寒いせいか、みんな食欲すすまず。夜もダラダラ食べてて、食後のデザートに用意したの

がバケツプリン。（２ℓ） 初めてのお取り寄せでした。おいしかったけど･･･体調がよくな

くて、味が遠くで聞こえる？！ 届けてくれた、さんま亭さんと、受け取って冷蔵保存し

てくれた大成荘のスタッフの皆さん、お皿や、スプーンなども貸していただき恐縮です。

次には体調良くして、又来ますね。今日はこれから、いちごがり～♪ （SKT 様） 

５． ４月２７日～２８日  私達は雨や雪に縁が深く、今日も雨から雪になりました。とても、

ゆったりのんびりとできて、大成荘は大好きです。その楽しみが夕食です。どれもこれも

目と舌を楽しませてくれます。今日は春を食べました。ふきのとう、わらび等。牛肉のレ



 - 5 -

ンコンチップ、とても香りが良くお肉も柔らかく美味しかったです。デザートのさくらア

イス、花びらに例えたゆり根のちょっぴり甘くほくほくの食感、素敵でした。また来たい

です。そして、雪景色も良い一品となりました。 

６． ５月２～３日 晴れ  大成荘は何１０回と来ています。お天気も良く、あたたかくなり

ました。次男家族と来ていますが、子どもが小さいので大変です。途中で気分が悪くなっ

たりで･･･。いつも楽しく、気持ちよく利用させていただいています。（旭が丘在住の方） 

７． ５/５（水） ５/６（木） 久しぶりに夫とふたり大成荘にお世話様になりました。来る

時も渋滞もなく、あっけないくらいにス～イスイ。全国的に今年一番の暑さの中、飯盛山、

まきば公園、などなど･･･ 盛りだくさんで楽しみました。 ３時前到着！スタッフの方達

も感じのいい方ばかり。夕食には来る度に感動！！ついつい食べ過ぎ（笑） 今日はまた

暑さの中「海野宿」「軽井沢」と、楽しんで帰ります。８月の終りにはまたお世話になるつ

もりです。スタッフの皆様ありがとうございました。（田代 様） 

８． 今日はお泊りで忙しそうにしていました。夜ご飯食べ、お風呂に入り、後は寝るだけです。

ご飯がとってもおいしかったです。またきたいかんじ～。 

９． Dear みなさん  受験が終わったので、やって来ました。やっぱり落ち着きますね、

ここは。また来たいです。いつもいつもお世話になっています。 

１０． ２月２１日（日） 朝７時、日野市市議会議員選挙のため七小へ。一番目だったので投

票箱のカラッポを確認する役を初めて体験しました。甲府下車や小海線１時間待ちで清里

駅からいつもの通りのんびり歩いて大成荘に３時着。たのしみな食事は早春の香りいっぱ

い！ふきのとうの美事なてんぷら、たらの芽、なの花も各々のほろ苦さを最高にいかして、

大地のみなぎる力を充分に与えてくれました！元気もりもりで、又、来月も楽しみに訪れ

ます。（神明在住 石井 様） 

１１． ３月２０日 大成荘大好き。 楽しい。卓球、楽しいよ！！ （荒谷 優希 様） 

１２． ５月２日～４日 初めて家族で泊まりに来ました。安くて、食事もおいしいと聞いてい

ましたが、思っていた以上に満足です。子供は３年と６年。卓球を何度も借りて楽しんで

います。昨日は自転車を借りて、清泉寮まで行ってきました。もっと前から、こちらにお

世話になればよかった～。夕食のかざりつけ、味、量とも最高です。又来ます。従業員の

方々が、皆さん笑顔で、とってもよかったです。ありがとうございました。 大成荘ちょ

うサイコウー ^m^ピース （旭が丘 T.A 様） 

１３． ４月４日（日） 前日七年に一度の御柱祭に行き、冷たい諏訪の強風の中、川越のダイ



 - 6 -

ナミックさに酔いしれてきました。勇壮な御柱祭の数々もこれで全て見終わり、諏訪人の

エネルギーに心から拍手を送りました。清里駅から大成荘まではいつも楽しんで歩くので

すが、今回は清泉寮のソフトクリームの源であるジャージー牛が一頭、寒さをものともせ

ずドッシリと岩のように瞑想に耽っているのに出会い、しばし一緒に写真を撮らせて貰い

ました。そのあと足湯に入りながら、寒さの中でこそ美味しいソフトクリームを堪能しま

した。（神明在住 石井 様） 

１４． ４月２４日 晴  昨日、ゴルフをしました。真冬並みの寒さで大成荘のお風呂が何と

気持ちいいこと･･･。夜、お腹の中を暖かくし、ぐっすり寝込む。朝、起きてみると、外は

思いもなく銀世界。今日もゴルフをする予定ですが、できるかどうか？ 清里の国道にタ

ンクローリーが横転していたとのこと。下界の気候とは違うんだなァと、感じました。 

１５． ２/２０～２/２１まで泊まりました。多目的室で卓球と電子ピアノをやりました！イエ

ーイ そりとスキーをしました。少し怖かったけど、おもしろくなりました！！大成荘に

来たのは２回目です。楽しいから又来たいです。 

１６． ２月２１日泊 宿泊者６９才男 外１名６９才  目的（旅）スキー  サンメドウズ  

コースについて感想：４０年振りの滑走。 古希前、４０年振りのスキーヤーには楽しい

コース。次回は孫１年生も連れて来たい。職員の方々のおもてなしの親切丁寧には、感謝

の一言。皆様ありがとうございました。次の機会を楽しみにしております。※本日、市議

選＝不在者投票済み。ご安心下さい。（市民A 様） 

１７． 大成荘のスタッフの皆様、いつも暖かいおもてなしを有難うございます。過去１０数回

利用させて頂きましたが、本日は一人の滞在と云う事でビックリしました。（こんな時もあ

るんですネエ･･･）諏訪の御柱祭にあわせて青春１８切符で来荘しました。山梨清里は冬を

のぞいて春夏秋に来ていますが、いつ来ても良いところです。息子、娘が小さい頃から利

用させて戴き、子供が小さい頃は車で来ましたが、還暦をすぎてからは列車の旅が多くな

りました。両親が山梨出身と云うこともありますが、いつ来ても心があらわれます。この

山荘を利用される皆様が、幸福で元気ですごされる様祈っています。ありがとうございま

した。サントリー白州のウイスキーがとても美味しい。2010.4/9（金） 

（日野旭が丘の６１才の住人（男）様より） 

１８． 大成荘いつも利用してます(*^m^*) キレイで自然にかこまれていて、楽しい大成荘大

好きです！！今日はハイジの村や滝沢牧場に行きました。ハイジの村は５月だったので花

も咲いていて、とてもキレイ！！天気も良かったです。春は行くことをおすすめします。 
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１９． とっても楽しかったです。 

２０． ２月２０日 ゆき＆みき ゆき：卓球や電子ピアノで遊んで楽しかった。１日目はスキ

ー場。ソリをした。２日目はスキーのスクールに入るつもり。楽しいから又来たい。 み

き♡イエー！：多目的室で卓球をしたり電子ピアノをしたりしてとても楽しかった。１日目

は楽しかったしおもしろかった。スキー場でゆき遊びや、ソリすべりをしたんだけど、お

もしろかったのはソリすべりの方！何人もソリすべりをしているからぶつかりそうになる

んだ！ぶつかりそうになった時止まろうとしたの。でも、スピードを出しすぎて、止まれ

なかったの。でも、いっしょうけんめい止まろうととして体ごと止めようとしたの。そう

したら、ひっくりかえっちゃったの。でも、楽しかったわ♡ 明日はスキースクールに入っ

てきっちり教えてもらうわ。大成荘は楽しいからまたくるわ。♡ ♡ ♡ 

２１． ２０１０年春 接客大事ですよ！！ 頑張って！！ｂｙ１０３一同  でも「たいせい

そう」す～～っごくさいこーデス！！ 

２２． ２０１０．５．２ 土星を見ました…。 

２３． 大成荘５回目です。あたたかい もてなしに甘えてつい来てしまいます。 

    （主人は、多系萎縮症と言う難病治療中です） 車椅子になり２回、普通の状態で２回、

旧舘の時に１回利用させて頂きました。新館になり食事もとても美味なのは言うまでもな

く最高です。それ以上にスタッフの皆様の笑顔と接客に驚き、感謝しております。出来た

らば、又利用させて頂きたいと心から思っております。 

２４． ２月２７日（土） 私は小海のスキー場に行きました！！今年初のスキーです。楽しか

ったで～す。 

２５． 詩 題→大成荘  大成荘のご飯はおいしい。ボリュームある。私がとまった宿の中で

一番。 

２６． ３/２７（土）  今日は家族で旅行に来ました。１泊２日の短い時間だったけど、と

ても楽しかったです。卓球やバドミントン、オセロ、パズルなどを借りて楽しく遊びまし

た。とても楽しくて時間があっという間に過ぎてしまいました。ホテルに来る前は、プー

ルに行ったり、滝を見たり。滝は大きくて迫力満点！！でした。プールはたくさん泳いで

ちょっと疲れちゃった！！夕食はおいしかったです。とても、とても、と～～っても楽し

かったです。また、遊びにきたいな～と思いました。♡♡ 

２７． 今回で２回目の大成荘です。今回は家族とのたのしい思い出となりました。フロントの

方々も親切で…次回はパパの両親と来たいナァ♡ とてもゆっくりと出来ました。次回はマ
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マの母やパパの両親を連れて来たいと思いますが、お勧めのスポットなどありますか？ぜ

ひ参考にしたいので、みなさま教えて下さい。 

２８． ５/４（火） 昨日、いとこと大成荘に行く予定だったんだけど、熱を出して来れなく

なりました。おばあちゃん、おじいちゃんと私の家族で行きました。でも今日は来れると

言ってました。私はうれしかったです。又来たいです。 

２９． ３．２８～３０ もう何度も来ている大成荘。２連泊は初めてでした。妹とその子供３

人と、私の子供３人と両親と来ています。昨日から降った雪が、朝には積もっていて駐車

場でソリ遊びもできました！！午前中は妹とあゆ、めい、さくがサンメドウズスキー場に

行って楽しんだみたい。もうシーズンオフなのか、すいてて何でも無料で楽しめたようで

す。私は１才の息子が朝から調子悪くなり、胃液まで吐き始めたので、あわてて「杜の診

療所」を受診しました。胃腸の風邪ってことで一安心でした。この診療所、見かけはとっ

てもステキでおとぎ話にでてくるようなところでした。普段行ってる小児科なら月曜日と

もなれば予約を取るのも大変なのですが、ここはのーんびりした感じで笑ってしまいまし

た･･･。旅行にくると必ずといっていいほど、子供が調子悪くなるので困ったもんです。 

大成荘に来る楽しみといえば食事！！とっーてもおいしくいただきました。ただ、ただ･･･

１才児がすぐ、ぐずり始めると全くゆっくり食事できないので次回くる時はきっとゆっく

り食べることができると期待して、次、来るときの楽しみにしようと思います。２連泊の

お昼、この辺りのおいしそうなお店に行きたかったのですが、子供がこんなんだから部屋

でコンビニ弁当です。 

３０． ３/６（土） こんにちは！私は日野市平山の小五です！今日は大成荘に来る予定はな

かったのですが、急きょ来ることになりました。私は今日で３回目で、２回目は学校の移

動教室の時に来ました。その日の夜の食事はカレーバイキングで、どのカレーもとてもお

いしかったです♡ 今日の夕食もとてもおいしかったです。後、温泉もとても気持ち良かっ

たです♡ 明日の朝食が楽しみです！ 

３１． ３/７（日） 朝食バイキングとってもおいしかった。又来たい。大成荘、サイコー♡  

３２． ５/１ 日野に居住して８年。 初めて両親と子供達２人、計６人で来ました。 話に

は聞いていましたが、とても料理も美味しく回りにはレジャー施設が多く、とても楽しく

すごせました。又来たいと思っています。ありがとうございました。 

３３． ５．９（日）部屋に入るとリレー日記が待っており、その中に自分たちの文があると、

すっかり忘れていたその旅のことが思い出されて嬉しくなる。２年前の７月は、宮詞の滝
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を歩いたことが、このノーとに書いてあり、懐かしさもひとしお。まだ、元気だったなあ

と二人で話し合う。その頃から、月に一度は大成荘に来ているのでスタッフの皆さんとも

顔なじみになり、「今日も駅から歩いて来たんですか」「迷い犬がすっかりスタッフになじ

んで我が住みかとしているんですよ」と、会話も弾み、いつも楽しみな美味しい料理に舌

鼓を打つ。（神明在住 石井 様） 

３４． ２．２８ 朝から雪が降りました！とてもきれいで、すてきでした。いっぱい積もりま

した☆ 

３５． ３．２０（土） １２月２８日～３０日まで行く予定だったのに、風邪をひいてしまい

キャンセル。何回来ても私はあきません。中学生になるまであきないかも！？（３年 会

沢 様） 

３６． ３/２０（土） １２月２８日から３０日まで行くのが中止になって大ショック！つま

んないから、弟とママと私で本に書いてある天使の羽のケーキをつくりました。その３時

にチーズケーキを食べました。心配しておねえちゃんにもあげました。次の日治ったけど

ふとんで寝ていました。１月１日にはおばあちゃんちに行きました。もちろんおねえちゃ

んも行きました。着いたらお年玉をもらいました。そのつぎごはんを食べました。だけど、

おせち料理はありませんでした。ごはんの次、かるたをしました。すごく楽しかったです。 

３７． ３．２８ 久々にやって来マシた♡ お昼ごはんをさがしに行ってる途中、雪が！！あ

っというまに、つもっちゃいました(０A０)↑↑ もう春だというのに雪を見ちゃいました

ヨ♡ これからいい旅行になるといいなあ…♡ そーだ。そーだ。さっきここ来る前にキャ

ンドル作り体験したんです YO ♡ これ自体には火は点けないんデスヨ。裏からほかのキ

ャンドルの明かりを通して使うらしいですヨ。なかなか時間がかかりましたけどね･･･。帰

ってからやってみたいっす♡ 

３８． 今日わ、じゅくを休んで来たんだぁ 今年はあと１０くるゾ↑ 楽しみじゃぁー 久々

に来たんで楽しんでイコ↑ 

３９． ３月２８日 ～ちーちゃんのせりふ～   食べなさいよこれ ・・・・・・・・・・ 

   お話を書いて下さいました。 

４０． ３月２９日 ２日目の朝のことでごわす。 な･･･なんと。となりで寝ている人のケー

タイのアラームが、何度も②繰り返されるメロディー。ついついケリを入れたり。まぁ、

いじで布団に入り続けてたけど･･･。 

４１． いよいよ最終日！この３日間お世話になりました！ごはん、とっっってもおいしかった
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です。ムハっ！また来ますネ♪来年。ゆーたいりだつをしたいデス。マジで、ありがとう

ございました。 

４２． ５月１０日 今日はクラスで大成荘～！！ 雨がフッタ･･･でも アイスで元気１０

０％ まあ、たのしかったZ！！ またヨロシク！！ 

４３． ３月２０日 今日はスキーをいっぱいすべりました。とても楽しかったです！それで友

達と会いました。びっくりしました。おもしろかった。 

４４． ５・４（火） 私はスージーズの Lulla が大好きです。 今日は諏訪の高島城に行きま

した。ノリで「大名紋章城郭図」買いました。みんな、勉強しろよ！！ 

４５． ５・１１（火） りなやあ：ソフトクリームおいしかったな♡  鎌田：ほんとだネ！

おいしかったネ！  中井：ほんとだね！また、食べて～  ゆみ：ホントダネ！すごか

ったと思う。  エリナ：濃くてすごくおいしかった！  りな：また、食べたい･･･って

言うか大成荘の思い出は？ 

４６． 学校のことで八ヶ岳に来てるよ～ン♡ １日目のソフトクリームはおいしかった！！オ

ススメだよ！：Yura  八ヶ岳サイコー！：Miyu  むっちゃ楽しー：Rino  もっと

泊まりた～い。ちょ～楽しいし～：Akari  ソフトクリームは清泉寮のジャージーハッ

トにて！！：Mei 

４７． ５・１/２（ゴールデンウィーク） 本日は大成荘に鯉のぼりがつるされていました。

去年もゴールデンウィークにお泊りに Family で参りました。毎回、楽しみに遊びに来ま

す。前回は今年のお正月。雪がすごくて、少しふぶいていたが、スキーしにサンメドウズ

に行きました。冬よりも春のほうが、いっぱいお店もやってるし５月（春）はいいですね。

今回のお勧めのお店 ①小淵沢インターすぐの ほうとう屋さんは美味しい。有名人がたく

さん訪れている様子。サインがたくさんありました。 ②チーズケーキ工房のソフトクリ

ームが食べたことない味でおいしかった。 ③子供と行って喜ばれたのは、自然公園。ア

スレチックやいろんな自転車、ドッグラン、グランドゴルフ etc･･･ 広くて楽しかった。

④サントリー白州工場見学も無料でペットボトル・アルプス水が貰えてまあまあでした。

大成荘の食事はいつも本当に美味しくてたまりません。いつもありがとうございます。 

（程久保在住 Suzuki 様） 

４８． ５/４ １泊 ゴールデンウィークの大成荘。２０年近くぶりかしら･･･。いつもはスキ

ーで利用しています。今回高速１，０００円を利用し、八王子→圏央道→関越で（上田→

小諸→佐久→清里へ）上田城、駐車場ただですし、子どもが遊べるスペース大。真田神社
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の井戸（秘密のぬけ穴）も無料（のぞくだけです）。城址内はほんの少しの見学ですが２５

０円と、とてもリーズナブル。真田は二度も攻められたのに落城しなかったところですの

で、運をもらえます。高速１０００円を利用すると他から清里へが楽しめますね。 いつ

もスキーで入浴すると、ちょっと低めの湯だと感じるのですが、今回はあつ～い。季節に

よってお風呂の感じ方も違うのです。 お料理最高！！お昼をかなり控えめにして正解で

した。また、太って帰宅です。 あっ･･･高速、軽井沢から４５K 渋滞となっていました。

明日はどの位混むのかしら･･･。 大ちゃん発見、食堂にいく通路横（左）中庭？にかわゆ

い犬がいます。迷い犬なんだそうです。（南平在住 「K」 様） 

４９． ５/１１ １泊２日 初めての修学旅行、楽しかったです。でも、夜寝るのが、少し暗

くて怖かったです。でも、ごはんおいしかったです。また、これるかな。お風呂きもちよ

かった！ 

５０． ５/４ １日目。今日で大成荘に泊まるのは６回目です。今日は山（ピラタス）をおり

てきました。すごく疲れていたけれど、大成荘のごはんとお風呂で疲れもとれました。ま

た、来たいですー。その時はよろしくお願いします。朝のバイキングが楽しみ～♪ ２日

目。バイキングさいこー。 

５１．３．１４（日） インターネットでも大成荘の情報を楽しんでいます。３月９日の大雪の

話、写真好きのスタッフの美事な座禅草！かつて守屋山で終わりに近い座禅草をみて、い

つか満開のを見たい！と、思い続けていたので、この情報は来年に生きます。もうすぐ４

月、春。甲州は信玄公祭りが始まり石和温泉の川中島合戦絵巻なども続き、信州では七年

に一度の諏訪大社御柱祭が始まります。大成荘を足がかりに、楽しみが続きます。（日野神

明在住 石井 様） 

５２． ３・３０（火） 思いがけず、雪が降り、雪景色を楽しむことができました。子供たち

も、そり遊びができ満足。２泊でき、ゆっくりできました。春に小２になる息子は、朝、

さんぽをして鹿を見たそうです！！良い体験ができました。今回はじいじ・ばあば、姉＋

子３人、私＋子３人、にぎやかでした。（日野市 S・K 様） 

５３． ５月４日（火）１９：３７ 袖触れ合うも 多少の縁 一期一会（Fujiki 様） 

５４． ３・３０PM８：００ 去年の八ヶ岳移動教室以来の大成荘。 大成荘のご飯はいつも

おいしくて良いです！日野市民でいてよかったなあと思いました。また来たいです。 

５５． ５/１ 木製キューブが正方形に出来上がったよ～。是非参考にしてください。（絵記入

有） 
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５６． ５月２日 今回で４回目になりま～す。朝４時１５分に家を出たけど、まったく渋滞な

しで、ここまで来れました。釣り→まきば公園→大成荘 

５７． 今回は「清里」に二泊三日とまりました。一泊目はキャンプをしました。流木のストラ

ップをつくったりして、楽しくすごせましたが、「ブイ」に２回もさされました。すごくか

ゆいです。そして２日目、大成荘に来ました。卓球をしたりして、すごく楽しかったです。 

５８． ３月６日（土）お食事がすーごくおいしくて、びっくり。星が見れなくてざんねん。で

も、楽しかったぞー。また来まーす。みーんな、おもしろかったーぞ。 

５９． ３/６ 大成荘、一泊だけ泊まりました！もっと、泊まりたかったー！大成荘はとても

きれいで、居心地がよかったです！！また、来たいです♡ 

６０． 今日は家族で来ました！２回目です。広くていいですネ。明日、晴れるといいな～。楽

しみにしています。 

６１． ３/１４（日） またスキーにきました。僕のスキーはとってもはやいです。なので、

みんなをおいこして行ってしまいます。 

６２． ３/２６ スキーたのしかったよ。 

６３． ４/１１（日）木製キューブ３０分かけてできました。ムズカシイ･･･。食事も美味しく

てとても良かったです。これからいろいろまわって帰ります。雨が降らないと良いなぁ･･･

（日野市民 Ｓ様） 

６４． ５月２日 やぁ(*^_^*) こんにちは 本日は５人で飯盛ハイキング来たよん。らくち

んでしたヨ。早起きしてきて停渋情報ラジオ（７９５）で聴いてＣar 中でパンたべていい

らしくてイイネエ。あのネ、セブンのエビマヨおむすびはウマイ！！食べてみ…。実はわ

たくし大成荘４回目なのですよ。でもお久です。日野市さんには大変お世話になっており

ます。感謝② と言うのも、この春無事、都立合格して日野高校に入学したんだ。そ・

し・て 中学時代は日野ロータリークラブ主催の国内留学にも参加出来ちゃったりと･･･。

てかさあ、ここ、キレイなのがうれしい。But、KENGAIヘコタレズenjeyだよね。 

６５． ５月４日 バーベキューをした。おいしかった。･･･てか、洗い物している時の水がー

ーー！えっ？今、真冬？ 

６６． 初めて来ました。朝晩の料理が多く、お腹いっぱいです。おいしかったです。 

６７． ３．２６ 初めて来て「ここは田舎っぽいな。」と、思いました。大成荘に着くと「き

れいだな」と、いいました。ここはオセロや将棋、双眼鏡など借りれていいです。ほかに、

食事や展望台があり、とてもいいです。また来ます。 


