
 

 

 

平成２２年５月～２２年８月 

           （順不同。用字については原文のままとします。） 

 

１．６/７(月) 昨日のよるごはんは、おいしかったで

す！ パズルゲームは何回もやってみたけれど、完成し

なかったです。けれどとても楽しかったです。５/１０

の 5 年生の移動教室では、できなかったことをやって、

とてもうれしかったです！ 

２．７/２８ 僕はこの日大成荘に来る途中、鹿をみつ

けました。人生初の野生の鹿でした。今度来る人はぜひ

さがしてみてください。小学3年生（山下礼瑛 様） 

３．７/２７ トンボ玉を作った。難しいけれども楽し

いです。みなさん是非作ってみてください。場所は道の駅・小淵沢です。作るのにはけっこ

う時間がかかります。（山下莉央 様） 

４．７/４ 日野の仲間で歌をうたいに来ました。大声で一日歌って気持ちよく、食事もおいし

くいただきました。 

５．家族五人 年に二、三回、お世話になっています。いつも安らいだ気持ちで楽しんでいます。

感謝。 

（東平山在住） 

６．７/２８ いつもおせわになっております。 

７．７/２８～３０ 友人と 2 人で泊まりました。8 回目かな？ 天候は中日が雨でしたが、め

げずにバス 1 日券を有効に使って楽しみました。 28 日・高尾より各停で小淵沢。乗換、

清里へ。（車中にて昼食）バスで吐竜の滝…すばらしかったです。 サンメドウズ…ゆりの

花を期待はしたが、全く駄目。でも２０種類位の高山植物に会えました。  バス１日券が

大成荘で購入できる事は前もって知っておくと便利です。 大成荘はいつも食事が手が込ん

でいて、おいしくて、食べきれない程ですが、楽しみにしています。 働いている方々もよ



く声掛けをされているし、親切です。 洗面所やトイレの清掃も（団体棟なのに）行き届い

ていて、感謝です。引率室が一人泊で使えると良いのに…。ありがとうございました。 

８．５/７ 大成荘に２回目でーす。大成荘に来ましタァー！！前にも家族で来たコトあるが、

今回は学校の移動教室デース。なんだかとってもワクワクします。これから１泊２日。楽し

みだなー♡♡                 日野市の小学５年生 （Ｙ・Ｍ 様） 

 

９．初めて来たよ。八ヶ岳に来るのも初めてデス。も～、ドキドキワクワク。と～っても楽しい

でーす。今日はよろしくおねがいいたしまーす。日野第五小学校五年一組 （Ｍ・Ｗ 様） 

１０．今日は、八ヶ岳移動教室にきました！！次は日光！！ （Ｍ・Ａ 様）  ハイキングた

いへん～っでもアイスうまいー。次は日光だぁぁぁ♡ （Ｙ・Ｔ 様）  ハイキングはた

いへんだったけどアイスでかい。 （Ｙ・Ｏ 様） 

１１．７/２４～２６まで…  １日目、楽しかったバーベキュー（私はお米担当）ですが、１

日目に失敗して明日へリベンジ…。  みなさん、ありがとうございました。楽しかったよ

～。１日目はかみなりがなりました。大成荘のみなさんありがとうございました。 

１２．今日は初めて八ヶ岳に家族で来た。ソフトクリーム食べたいなあ。大成荘に来て、卓球と

オセロをしました。たのしかったです。お風呂に入って早くねよーっと！ 

１３．今日はバスケの友だちと夏レクにきました！ 私は初めて八ヶ岳の大成荘に来たけど、ほ

かの友だちは一度来ているのでいろいろ案内してくれました！ハイキングに行って下の川を

見に行ったら少し涼しくて気持ちよかったです❤ お風呂は少しあつかったけれど、楽しか

ったです。❤ ゴハンもおいしかったし、お部屋もキレイでした。また来たいです。  

１４．５/１７ 今日は学校の移動教室で八ヶ岳に行きましたー。１日目はとってもたのしかっ

た♡ 牧場の牛さんたちは、よかったです。（なにが？…）イエーイ☆彡 ２日目のハイキン

グもちょーたのしみです♡ 

１５．私が今書いているのは、１日目＝５月１７日です♡ 東京から学校で来るのは始めて☆彡 

わたしは…。 

１６．６月１日 今日はつりぼりに行きま～す。昨日は雨のせいで、ナイトハイクとキャンプフ

ァイヤーができなかった↘↘ 牧場に行く～！ では、サヨナラ 

１７．今日は移動教室です！昨日のハイキングちょーつかれたよ～。今日はつりぼり行くヨ！ 

ぜんぜん、ねれねぇーし。ぜんぜん、男がうるさくてね。 



１８．７♥２９♥Ｔｈｕ♥ 担当はＣｏｃｏａです。  今日は、清里・萌木の村にて、フィール

ドバレエを見に来ました。で・す・が…あいにく、雨☂が降っています（泣） ちなみに、

私もゆり子スクールの生徒なの♡ 超～下手ですけど…。さてさてみれるのでしょうか？？ 

結果は…ダイジェスト版でみました。 「白鳥の湖」の超短縮バージョン。しかも黒鳥のグ

ラン・フェテがみれなかったヨ。でも、見れてよかった。 ごはんはＲＯＣＫ ｂｙ 萌木

の村で食べました！あそこのビーフカレーはサイコーにおいしい！！食べてみてネ。  豆

ちしき：冬とかに行くと、マシュマロをもらえるカモ！暖炉で焼いて食べる。以上♥Ｃｏｃ

ｏａでしたぁ❤ 

１９．７月２９日 今日は家族で八ヶ岳に来たよ！ フィールドバレエ（清里の萌木の村でやっ

てるよ）を見に来たんだよ★ 終わったのが夜遅いので、ここ大成荘に泊まったんだ♪ 

２０．２０１０年８月１日 ぽちゃあ～♪ ぽっぽちゃ～？  今日の天気はくもり！！今の気

分は……。（Ｂｙ れっさ～） ☆ハーブとレーズンが末永く幸せな家庭を築けますよう

に！！ （林 拓矢 美穂 様） 

２１．２０１０．５．１５（土） 大成荘に来るのは２回目です。食事のメニューには季節

が感じられ、とてもおいしいので大満足です。前回は雪が残る３月でしたが、今回は新

緑、若葉が風にゆれる季節で清々しくリフレッシュできました。 清泉寮で牛を見まし

た。草を食べたばかりの牛にさわることができて大喜びの娘でした。ソフトクリームも

おいしかった。 

２２．７/１８(日) こんにちは！大成荘に泊まりに来るのは３回目です。私は今、小六です

が、昨年５年生の時に１泊２日大成荘に泊まらせてもらいました。夜はカレーバイキン

グだったのを覚えています。今日の夜ごはんも楽しみです。今日はパターゴルフをして

きました。大成荘大好き。 

２３．今日は１泊２日で初めて泊まりに来ました。キレイでびっくり◎◎☆ お料理もお風

呂もスタッフの皆さんも優しくて大満足です。本当は外でテント～！！なんて気持ちで

きたのですが、子供たちも親も不慣れで断念…。空いている部屋がありお泊りして次の

日…雨がザッーザッー降っていました。部屋でよかったあーと、しみじみ思いました。

次回はもっときちんといろいろ持ってきてアウトドアを楽しみます。 昨日のお昼に小

作で「ほうとう」を食べました。おすすめです。ソフトクリームの美味しい所はどこだ

ろ～ 行きに寄った何とか博士がある所のはイマイチあっさり系でした。 皆で大成荘



をきれいに使っていきましょうね♡ また来ます。Ｈ２２．７．２９ 

 

 

 

 

 

 

２４．今回は２泊３日！ゆっくりできました！やっぱり夕食、朝食がとってもおいしかった

です♡ 私はいつも朝食でコーンスープを飲みます。まろやかでうま～。あと、チーズ

フォンデュのチーズ！！あれは最高ですっ！  ソフトクリームが好きなので、２個

別々な所で食べました。清泉寮とお好み焼き屋さん。森の日曜日とかそば屋さんがある

ところ。２泊３日も早いなあ…。すぐ過ぎてしまいました。まだ、ここにいたいよ

ぅ！！また、みんなできま～す！！ 勉強に集中できた、卓球、楽しかった。２人でバ

ドミントンとても楽しかった。ビールがおいしかった。ユリも買えてとても良かった。   

スタッフの皆さん、ご飯おいしかったです。３日間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５．初めての修学旅行で面白かったのは、大成荘です。そこの料理はおいしかったです。

お風呂も」あったかかったです。また、来たいです。 

２６．６・１９（土）初の大成荘で楽しかった事は、温泉と食事です。食事ではＣ定食をえ

らびましたが、思ったよりとても多くてびっくりしました。来年も大成荘に来れたらい

いなと思いました。はなわ６．１９（土）たのしかったです。プールがすごく楽しかっ

た。あわのおふろとかプールのおふろやいろいろなプールで楽しかった。バケツの水が



たまったら、水が出てきます。波のプールで波が１０回位きたんです。温泉はすごく気

持ちよかったです。ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝでお菓子を買い、すごく嬉しかった。温泉は疲れた。プ

ールはすごく人がいて、線の中に入ってはいけないところに大きいお姉さんが３人位は

入っていた。寝るのは楽しみだよ。明日帰ります。おやすみ～。 

２７．Ｈ２２．５．１５(土) 木製キューブ約１５分でできました。２人で考えました。卓

球楽しかったです。よく眠れるといいなあ。また、来たいです。  楽しかったです。

おじいちゃんの旅行コース選びは素晴らしい！いつもありがとう。また来たいです。ｂ

ｙ日野市民Ａ（平山）様 

２８．Ｈ２２．５．１６(日) バイキングをした。フルーツいっぱい食べた。バナナやスイ

カやメロンなど食べた。またバイキングしたいな。 

２９．２０１０．５．２９～３０ 楽しかったです。お世話になりました。また来れたら来

ますね。夕飯たくさん食べました。おいしかったです。ごちそうさまでした。 

３０．Ｈさんの運転で、途中迷子になりましたが、無事たどり着きました。女だらけで妄想

トークで盛り上がりました。妄想はとっても楽しいですね。誰も傷付かなくて済むので

素晴らしいと思います。家の愛犬とはなれる時、鳴かれてしまって切ない思いをしまし

たが、せっかく清里まで来たので、犬のことは忘れて自然を満喫することにします。さ

っきから卓球をしようと話が出ますが、皆、お喋りが止まらず誰一人として立ち上がる

気配がありません。女が集まって「姦しい」とは、言い得て妙だと思います。さっき私

一人、多目的ホールの電気を点けて来てしまったので、このままお喋りが続くのか、卓

球をしに行くのか…とっても気がかりです。エコの時代なのに…。電気をつけっぱなし

で大変恐縮です。先程、アイスクリームを食べて来ました。お腹一杯ですが、お夕飯は

とっても楽しみです。 卓球出来て満足じゃ。 

３１．２０１０年７/９～１０ 初めてきましたが、施設のきれいなところにびっくりしてい

ます。大変驚きました。ふだん、こんなに空気のいい所に住んでいないので気持ちも晴

れ々々しています。必ず、次回も来たいと思います。子供夫婦と一緒に来ました。 

３２．これで３回目で全部楽しかったです。４回目も来たいです。卓球、オセロ、バドミン

トンすごくおもしろかったです。（ゆきほ 様） 

３３．孫と一緒でとても楽しかったです。お食事も大変おいしくてびっくりしました。ゆっ

くりできてよかったです。また来たいと思いました。     野市日野（藤原 様） 



３４．バスケの夏レクできたよ～。大成荘だよ～。今日はビーチボールで遊んだ！！ちょう

楽しかった～❤ （まゆ 様）   ７/３１ 今日はソフトクリームを清泉寮で食べた。

すごくおいしかった！（あおい 様）   もうつかれちゃったよ。   アイスおと

してた人いた！！あはははっっっ   ソフトクリームうまっあ！   女子５人❤部

屋で遊んでるよ～   ハイキングに行った。（有加 様） 

３５．２０１０年８月３日（火） 家族旅行で２泊３日で来ました。家族５人です。雨。た

だし、午後からは晴れると思います。 星、見えない。雨ざーざーです。  夏の大三

角形、昨年はよく見えたのに、今年はお隠れです。残念だね！！ でも、きっとお空の

雲の上では私達を励ましてくれています。またの機会を待っています。 

（青木 様  北島 様） 

３６．７/１０．２０１０．  じいじ、ばあば、孫たち１０人で来ました。来年はもう２人

増える予定です。子供たちは大喜び！！はしゃぎ回って、周りに迷惑じゃないか…。ま

た来たいです！シャトレーゼ工場、サイコーです♡ 

３７．大成荘目メッチャ楽しい～また来たいな～。大成荘、前来た時より楽しい♪ ２泊３

日だからたのしみ～！！               （まゆ 様  ひめか 様） 

３８．みんなで来ましたが、とってもたのしかった。イエス・ウィー・キャン 八ヶ岳楽し

～♡ 

３９．５月２０日（木） 学校のみんなで寝たり、踊ったり、楽しかった！ まあ、寝ると

きうるさかったけど…。   今日は四ヶ岳に来た～～！大成荘も料理がおいしくてサ

イコーでした！！また、きたいでーす！ 

４０．６月４日（金） 大成荘の料理がとても美味しかったし、寝る時はちょーだんしがう

るさくてねむれなかったけど。また来たいで～す。 

４１．７月２４日～２６日 平中育成会 楽しかった～♪ 

４２．２０１０年７/２９（木） 大成荘サイコー♡ 大成荘めっちゃ楽しいぜー 

４３．何回目かな？？ ？回目です♡ この辺は自然ですがすごいデスね。「しらかば」をぜ

ったい見るべきデス<`ヘ´> では、さよなら^m  ̂

４４．Ｈ２２．７/１８（日） 楽し～いで～す！！ 

４５．なんかね～、意外とー、景色が～、悪かったよーな気がする。と、いう分で、今マカ

ダミアナッツ食べてま～す。 



４６．Ｈｅｌｌｏ！！ だれかさん こんにちわ。小五のときに、１回来たんだ❤（学校

で） 今は中１です。とっても楽しいです。ヨロシクね！！ 

４７．７月２２日（木） こんにちは♪ なんか、前来たばっかでつまんないよー。 

４８．７/２４～２６ 八ヶ岳マダ×２あきねーべ！！（今年３回いきます♡）サイコーキャ

ンプファイヤー。うちあげ花火サイコー！ お風呂のブクプクちょー最高！ まだまだ

帰りたくない！もっと遊びたいなあ。ハイキング疲れた。 ブルーベリーソフトクリー

ムちょ～おいしかった。 最高です！たのしかったネ❤すごくネ❤お風呂最高。また来

たいネ。 八ヶ岳二泊三日、すごくみじかかったけど楽しかった。 みんな起きるのは

やすぎー！５時半にほぼみんな起きました～！よふかしサイコー。 朝一番で外に出る

とキモチイイ～。すずしいよ！  みんなおれについてこい キラーン  ハイキング

は足が疲れたあ。あせだく…。  先生の話マジコワ…！？  思い出いっぱい、あり

すぎー(>_<)  雨、ふっちゃった  ナイトウォーク、ちょーこわかった。ゆうれいで

ちゃいそう。  ひからびてしまう。  太陽出すぎで、あっちいべ～(>_<)  今度は

ソフトクリーム、ブルーベリーを食べる！ミックス食べたから。  ブルーベリーソフ

トクリーム、ほっぺたがおちるほど、おいしい～！サイコー！  また、来たいな！ 

（平山中育成会キャンプ ３ぱんのみんなから） 

４９．８月３日～４日 ちょ～楽しい。来年も来たい。  雨、降らなくて良かった～！  

お風呂サイコー  ファイヤーサイコー  今、４年です。来年よろしくおねがいしま

す。  お風呂たのし～♡  おみやげ、かわいい。特にリンゴのすず 景色サイコー 

お風呂のプクプクサイコー  来てよかった！！！  八ヶ岳サイコー 食堂広い  

生まれて初めて来てみて、こんなに楽しかったのだ～。  花火サイコー  夜、暗か

った。  みんなと来て、いろんなこと八ヶ岳で学んで楽しかった～！   

５０．今日は学校の移動教室で初めて大成荘に来ました！朝ごはんとーってもおいしかった。

（マイ 様）  今日はごはんもおいしかったし、すごく楽しかった。（あんな 様）  

昨日の夜、友達とはなしていて、すごく楽しかったです。夜遅くまでおきて、そして朝

は友達に５時に起こされました。（おきろ～ コッケコッコー 朝ですよ～！）少しど

きどきしていたけれど、すごく楽しくて思い出に残った大成荘でした。  今日、大成

荘に２泊３日しました。とても、とっても楽しかったで～す。（あやの 様） 

５１．今日、５年生にここへ移動教室で行くために、大成荘に来ました。 高速道路でどん



な衣館かな？と、想像していて、来て見たときびっくりしました。なぜかと言うとロビ

ーがとてもきれいだったからです。しかも、窓から「ホーホケキョ」と、鳥の声が聞こ

えてよかったです。 

（ユウナ 様） 

５２．８/２（月）２０３号室 卓球がとても楽しかったです。またやりたいです。今日は長

野県の上高地の方へいきます。夏休みの宿題があるので、今日は晴れてほしいです。

（マホ 様） 

５３．２０１０．５．２６ 平山小学校、５年生の移動教室です。引率できました。今日の

スケジュールは ①ほうとう作り ②ベジタボール・ウィズ ③ふれあい館 ④まきば

牧場（ソフトクリーム） という満載なもの。時間にゆとりはなく、少しオーバーして

しまった時もあったものの、日常生活とは異なる体験ということもあり、全体的に楽し

そうに生活していました。５年の良いところは、礼儀正しいところ。「ありがとう」「こ

んにちは」などのあいさつを中心に、良い盛り上がりがよく見られました。これをキー

プしつつ、やる、遊ぶのメリハリをもっとつけられるようになることを期待しています。

明日は牧場での体験活動。「楽しさ」と「甘え」とのメリハリをしっかりつけられると、

誰もが楽しめるようになると思う！ 

５４．平成２２年５/１５～１６ ５月１５日、１６日大成荘。また、５月１８日、１９日に

学校で行くんだ～！！たのしみー。今日はハイジの森に行っていっぱいあそんできまし

た。大成荘は犬を飼われるみたいでした。見たら、柴犬か雑種でした。ご飯を食べると

きごうかでした。おさしみもあるし、天ぷらもありました。デザートはさくらアイスで

した。しあは、さくらもちが好きだから、２杯も食べちゃいました。おいしかった。部

屋に行って３０分ぐらいして、また風呂に行きました。最初見たとき小さいと思いまし

た。でも詩愛たちが入る時はほかの人は来ないのでした。そして、私たちだけで入って

「ひろいねー」って、広く感じました。帰って、テレビを見て寝ました。朝起きて、み

んなまだ起きていませんでした。６時２０分位に風呂に行き、バイキングの朝食を食べ、

１０時に出発です。楽しかったです。 （中原 詩愛 様） 

５５．平成２２年５/２７～２８ ご飯がめちゃくちゃうまかった！！（ＫＡＮＡ 様）  

釣りをしました。 

５６．疲れて宿に着き、夕食が品数が多く大変おいしく頂きました。又、鳥の声のさえずり



で何とも言えないやさしい気分にしてくれました。来て良かったです。 

５７．２０１０．７月２４日（土）～２５日（日）  私は１年前くらいに来ました！！

（今回は家族で…）料理はさいこーにおいしかったです。特におさしみがうまーい～×

２！！朝食がとても楽しみかな～（わくわく）大成荘はお風呂もキレイで部屋もすごい

×２ ぜひまた来たいです。             （ペンネーム まるこ 様） 

５８．２０１０．７月２６日（月） あざーす！！アタスは５年だから５月に大成荘に！！

と、思ったけど、人数が多いからって調布自然の森に泊まったから、大成荘ははじめて

っす！！ 食事超～うまい×９９９（うまい）部屋きれいだし、お風呂も最高～！！！

大成荘は最高なつくりっぷリッスー し・か・も…スタッフはやさしいし…。また、来

たい。                     （東京から来たハジリン 様） 

５９．２０１０．７月２８日～２９日 大成荘来たことあります。この前と同じ部屋でうれ

しかった。                         （まひろ 様） 

６０．初めて来ました。花火をやらせてもらえて嬉しかったです。スタッフの皆さんも笑顔

で感じ良かったです。涼しいのにはビックリしましたが、又来たいと思います。２０１

０．７．２８→２９                       （日野南平在住 

洋子・優人 様） 

６１．７月３１日土曜日大成荘 ピンポンやゲームをして楽しく遊んで、笑って、楽しかっ

たです。ごはんさいこ～。 

６２．２０１０年５月２８日～２９日 百草シニアの会で何度か利用させていただいていま

す。食事も美味しいし、職場の方々もとても感じが良いので、旅もよけい楽しくなりま

す。又、訪れたいと思います。ありがとうございます。 

６３．２０１０．６．１９～２０ 今回、初めて利用させていただきました。子ども連れに

も細やかな配慮をしていただき、のんびりと楽しい宿泊になりました。秋に２人目の出

産を控えています。また次回は４人でぜひお世話になりたいなと思いました。ありがと

うございました！！ 

６４．６/１９．２０ 初めて大成荘に泊まらせてもらいましたが、食事も、お部屋も大満足

でした。また、来ます！ 

６５．２０１０．６．２０～２１ 初めて家族で訪れました。とても居心地がよく、あと一

週間、一ヶ月と居たいぐらいです。住みたいぐらいです。お食事も素晴らしく、どこも



きれいで快適でお風呂も気持ちよかったです！！ 又、職員の皆さんも感じよく接して

頂き嬉しかったです。母はお姫様になった気分♡と、申しておりました。日常を離れて

本当にゆったりと過ごさせていただきました。有り難うございます。是非また来たいと

思っています。 

６６．２０１０．６．２３ 多摩平シニアクラブ 快適に時を過ごせました。 

６７．２０１０．６月２７日 大成荘はごはんもおいしいし、バドミントンもできるので、

わたしは大好きです。また来ようと思います。大成荘大好き（旭が丘 Ａ・Ｙ 様） 

６８．７月１９日 今日は連泊で２日目です。Ｒｏｃｋでカレーを食べました。おいしかっ

たです。おススメはデザートのホットアップルクリスプです。みんなも食べてみて下さ

い。ここからけっこう近いです。 

６９．２０１０．７月２３日 ここから車で１０分くらいのところにある清里ハイランドパ

ークに行きました。とても広くて天気がよかったらリフトにのってみて下さい。ユリが

８月中旬くらいから２０種咲くそうです。今も駐車場の大型バスの止める場所に咲いて

いました。ドッグランもあるので、犬と一緒に行くこともできます。山（南アルプスと

か駒ケ岳）が見えます。駐車料は無料なので、一日小さい子なら遊べると思います。 

７０．２０．７．３０～ ２回目の宿泊になりますが、今回も食事内容がとっても豊富で手

のかけた献立でした。大変満足です。また、職員もキビキビとした動きで手厚いサービ

スに満足です。天気にも恵まれ楽しい旅になりました。       （ＯＫＡ 様） 

７１．お料理がおいしかったです。朝はバイキングでした。おいしかったです。 

（中西 こうたろう 様） 

７２．５月１５日～１７日 ２泊３日 大成荘に泊まるのはおそらく６回目ぐらい。いつも

ここのおいしい料理と職員のキメこまかい対応に感心しています。この時期は、車で

１０分程走る野辺山で「星の郷・野辺山高原ウルトラマラソン」に出るため、ここ３

年ぐらいは必ずここを利用しています。スタート、朝５時なのでここを朝３時半に出

ました。ウルトラと言うとおり、走る距離は１００ｋｍ、７１ｋｍ、４２ｋｍです。

主人は過去３回とも１００ｋｍ完走。私は４２ｋｍ完走です。コースは砂利道３０％、

舗装路７０％の登り下りのキツイコースです。途中に温泉がいくつかあり、入ること

もできます。制限時間がとても厳しいので、とてもくるしい大会ですが、完走できた

喜びは大きいです。また当然、来年もこちらに泊まり、走る予定です。マラソン以外



でもスキーや山登りで是非来ようと思っています。お世話になりました。  しんど

いレースを楽しく過ごさせていただいています。レース後の夕食食べられないのは残

念です。（戻ってくるのが２０時過ぎ） 

７３．２０１０ ７/２１ 中３で～す！！ 今年は受験の年なので、こっちに来てもあまり

気持ちが晴れません。これから大変なことばかりだけど、今だけはつらいことを忘れ

たいです！！あと、学校で借りた「盗まれた記憶の博物館」という本を読み終えたい

です！！ 

７４．７/２３ 大成荘の温泉が気持ちよかった。暖かかったし、おもしろかった。（もりた 

ちさと 様）  温泉気持ちよかったー。しょうぎもたのしかった。ごはんおいしか

った。                                                   （森田 龍 様） 

７５．７/２７ 涼しい風は何よりの御馳走です。食事もありがとうございます。（森田 

様） 

７６．２０１０ ７月２３日 今日、家を出発して山中湖、河口湖、明野ひまわりを見まし

た。特におすすめなのが大石公園（河口湖近く）の花畑です。山中湖の花の都公園は

駐車料、入場料と、とられて、そのわりに中が整備されていなくてイライラしました

が、大石公園はどちらも無料。大型のユリ、ラベンダーも咲いていて、甘味のソフト

クリームもすごい人気でした。明野のひまわり畑も日影がなく暑いけれど、２ｍもあ

るひまわりの中を通ったり、写真を撮ったりもいいと思います。（但し、トイレがな

いのが残念。） 

７７．Ｈ２２．７．２５～２６ ＜２５日＞まきば公園に行ったよ。牛や羊、馬、ヤギがい

たよ。馬に草をあげようとしたけれど、口がこわくてあげられなかった…。その後、

プール（天女の湯）にいったよ。すっごく気持ちよかった～。おすすめです。美足に

してくれるガラ先生もいるよ！（５回もやった。） ＜２６日＞これからリフトに乗

ります。初なのでとっても楽しみ～♡ でも…下を見るとこわいかも…。 まきば公

園、天女の湯、リフトぜひ行ってみてください。ななかまどの旅人より…       

（日野の神明３丁目の山田様より） 

７８．２２．７．２８～３０ ２８日着。とにかく暑い！！なのに２９日早朝、雨の音に起

こされる。ええ＝？？？ 雨？ 想定外。お花畑に行く予定が× 傘をお借りして美

術館に行くしかないと重い腰をあげる。途中、吐竜の滝へ寄る。小雨。霧が上がり始



め、本当に竜がフー吹いているような。石は滑りそうだったが、行って見てよかった。

美術館もさることながら、ついでにと信玄の棒道へ、石仏と昔道。誰とも会わず昔を

しのぶ。まさかこの道に馬ふんが山盛り落ちていようとは。信玄が信州攻略の為に造

った軍用道路。是非歩いてみてください。可愛い石仏もたくさんあり楽しいです

よ！！雨でも傘をさして楽しい１日でした。 

７９．８/１～２ 萌木の村へ行きました。お父さんはカツカレーを食べました。私は、オレ

ンジジュースを飲みました。そのあと、ジャムを買いました。清里ジャムです。試食

もできました。ピーチとブルーベリーとりんごを買いました。山に行きました。リフ

トに乗ろうとすると、雨がざあざあふってきました。それで車にのりました。大成荘

につきました。大成荘でオセロと卓球をしました。お風呂へ行きました。お風呂は広

かったです。ご飯は食堂で食べました。ももが一番おいしかったです。花火をしまし

た。空はくもっていて星がみえませんでした。花火はきれいでした。最後にみんなで

線香花火をしました。私は勝ちました！！ウノをしました。 

８０．５月１８日→１９日 お世話になりました。お食事おいしかったです。 

８１．６月７日 大成荘、１泊２日泊まりました。ご飯おいしかったです。又来たいで～す。 

８２．２０１０年 大成荘、超～楽しかった。また行きたい！！ 

８３．２０１０．７．１～２日 夜空の星が見られなくて残念でした。カミナリが迎えてく

れました。朝ウグイスの声に目が覚め空気が清々しく東京に帰りたくない気分です。

スタッフの皆様が、とてもテキパキとしていて、ありがとうの気持ちです。夕食のメ

ニューも大変良かったです。ごちそう様。又、孫達をつれて来たいと思います。あり

がとう…。親子４名 

８４．２０１０．７．４～５ 私は日野に生まれた時から住んでいます。だから、大成荘に

はじめて来たのは中学生の時。まだ、旧舘の時で自分で館内でごはんを作って食べて

…。それ以来何回ここへ来たでしょう。日野、大好き。清里、大好き。大成荘、大好

きです。夫も日野生まれの日野育ち。１小、１中、日野高校。ドーダァの代々日野に

住み続ける家族です。毎年、また、大成荘に来ますよ！！ 昭和３０年代生まれの私

です。  P.s.食事がとてもおいしくて、サービス満点です。お掃除も行き届いて高

級ホテルにもひけをとらない野ではないでしょうか。来るごとに、何かしら嬉しい変

化があり何度来てもいいなって思っています。 



８５．２０１０．７．２５・２６ 夕刻、日没後、雨が降ったが、日中は好天に恵まれて真

夏の高原リゾートをたっぷり楽しむことができました。初日の夕涼み映画会、くもの

糸、走れメロス、改めて人間の心の持ち方を考えさせられた、たくさんの子供に見せ

たかった。食事の内容の良さ、手の込んだ献立に感謝。いつも、いつも清潔でうれし

い限り。これからも、日野市民の宝としての大成荘を守り育てて下さい。老夫婦より。 

８６．うぐいすとほととぎすの声で目覚めました。102 号に泊まるのは久しぶり。新しいノ

ートの１頁に書くのも何か嬉しい！  小淵沢や萌木の村で満開だったれんげツツジ

も大成荘までの道のりでは、まだかたいつぼみで標高差を感じました。冬の頃に子犬

が迷いこんで、大成荘の「大ちゃん」と可愛がられていました、今回、姿が見えない

のでスタッフにたずねるとこういう施設では犬をかえないとのことで親切な方に引取

られたとの話。こちらも安心しました。月に一度の大成荘が本当に楽しみ。ふるさと

に帰ることも少なくなり、ふるさと以上の安らぎとご馳走に大満足です。            

（日野市神明在住 石井 様） 

 
８７．２０１０年７月２６日（月） 去年は「雪」が降った記憶がありますが、今年は

「晴」でした。真夏でした。☀ そしてアイス工場に行って、アイスを２個食べまし

た。おいしかったです。 

８８．今日で２回目の大成荘！ １回目の大成荘はごはんのデザートがちょ～おいしかった

です。２回目は？  外の空気はおいしい～♡ ベランダの模様はきれ～♡  ゆっく

りするぞ～♡美味しいごはん食べるぞ～♡ 



８９．何時もお世話になります。こちらのカレーバイキングがとても美味しくて、つい食べ

過ぎてしまいます。スタッフの皆様の笑顔と温かいおもてなしが嬉しいです。又、来

年もお邪魔するかと思いますが、お会い出来る日まで、皆様お元気で。 

 １０．６．１（火） （Ｎ島Ｊ子 （越路 純 星組☆） 

９０．ありがとう！！ 楽しかったヨ 大成荘♡♡  私は毎年家族で旅行に行っているけど

もトップ３にはいるぐらいよかった～～♡♡ ぜったい又きマース☆☆ ごはん、おい

しかった～。サイコー！！！ 

９１．１０．７．２９～３０ お風呂がきもちかったよー♡ あしたバイキングたのしみー♡ 

ピンポンたのしかったよーん♡ 明日、ローソク作るから楽しみだよ～～ん 

９２．お風呂が気持ちよかった。 

９３．２０１０年８月４日 今日は友達と友達のママ達と大成荘に泊まりにきました。そし

て、もうすぐ帰ります。大成荘はとてもキレイで、おふとんはとても寝心地がうよか

ったです。ごはんもおいしくて、特に朝ごはんはバイキングですごくよかったです。

食器を片付けるときに、職員の方が私達の所まで来て持っていっていただいたのが、

すごく気持ちよかったです。職員の方は私達みたいな子供にも敬語をつかってくれて、

とても気持ちよかったです。また、休みがあったら、大成荘に来たいです。ありがと

うございました♡                                         （みづき 様） 

９４．たのしかった！すみれＨappy Birthday ありがとうございました。（三沢中 なおこ 

様）こんなステキな日にうまれて感謝します。 

９５．８/５ 先日は学校のお友だち母子グループ、今日は家族でお世話になりました。スタ

ッフの方々の明るくさわやかな対応に毎回嬉しくなります。食事もおいしく、おふと

んも気持ちよく、ぐっすり眠れました。また、泊まりに来たいと思います。 

９６．日野市住民になって８年目ですが、今回初めて大成荘さんを利用させていただきまし

た。利用した事のある方々から「良いよー。料理がおいしーよー。」と、何度も聞い

ていましたが、本当にそうでした！！ 昨日から来ていますが、昨日はキャンプをし

ました。利用者は我が家のみ！！ テントは少し難しいタイプと聞いて不安でしたが、

スタッフの方が汗をかきかき手伝ってくれました。本当にありがとうございました。

キャンプもおすすめです！また、来月もお世話になりますが、夏休み最後のサイコー

の思い出作りになりそうです。気温が低く、大人たちは大喜びですが、虫がとれなく



て、子供はちょっとがっかり？ でも、小川ででっかいカエルをつかまえてご満悦。 

冬もぜひ利用したいと思っております。ありがとうございました。 

９７．２０１０．７．３１ 今回、初めて利用させていただきました。度々の人数変更にも

丁寧に気持ちよく答えてくださり、とてもありがたく感じました。今までどうして利

用しなかったのか、とてももったいなかった！と、感じるほど。スタッフの方々もお

料理も素晴らしかったです。ありがとうございました。ちがう季節にも、また泊まり

に来たいです。日野市程久保在住 

９８．今日はまきば公園でちっちゃいポニーがいました。かわいかったです。またいきたい

です。ストラップを買ってもらって嬉しかったです。（１０４の いらこ家族 様） 

９９．美し森 P の売店で売っているアンチョビマヨネーズ（￥５２５）は、なかなか美

味！！ 温野菜サラダやそのままクラッカーにつけてもおいしいです。試食もあるの

で、是非おためし下さい。 

１００．５/２６ かぜを引いた私に、のど飴をくださいまして、ありがとうございます。感

謝×１００でございます。 人はやっぱり、支えられて生きているのねえと、感じま

した。 

１０１．さくらんぼ狩りに行って、ホテルに着きました。入ったお風呂はさっぱりしていま

した。ごはんはおいしかったです。またきます。 

１０２．２０１０．７/１１（日） これで３回目の大成荘ですが、ごはんがおいしい♡ お

部屋もお風呂もいつもきれいにされているし山梨で泊まる時は他は考えられません。

スタッフの皆様、これからもよろしくお願い致します。 

１０３．７/２6（月） ごはんもおいしく楽しかったです。もう、何回も来ています。又来

たいです。お風呂もきもちよかったです。 

１０４．７/３０（金） お風呂も大きくて、ずっとここにいたい…。と言う４才の娘。萌木

の村ではリハーサル中のバレエをくいいるよう

に見ていました。 

１０５．２０１０．８/５ 大成荘にいつも行く時は

どきどきして眠れませんでした。楽しい３日が

過ごせました。 


