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平成２２年８月～２２年１１月 

           （順不同。用字については原文のままとします。） 

 

１．夏休みにいろいろしました。グラスを作っ

たり、おでかけにいったりしました。 

２．２０１０．８．１８（水） 家から出発し

て、高速道路にのって、ガラスの里に行きま

した。ガラスの里でグラスを作りました。グ

ラスの絵はウサギと名前とよつばのクローバ

ーを入れました。 

また、車にのって、ダックツアーバスのりばに行きました。ダックツアーバスの名前は、チャ

レンジ号という名前でした。ダックツアーバスは諏訪湖まではバスだけど、諏訪湖に到着する

と船になりました。道路にいるときの感覚が、全然ちがいました。形がすごくおもしろかっ  

たです。いろんな所にいけて楽しかったです。 

３．大成荘にやってきました！！やった  ちょーHappy！まじ神ぎらつきMAXでまじポヨ！  

大成荘のごはん、すごいおいしい。幸せ。お風呂もすごく気持ちよかったです。またぜったい

きたいです。（河合 様・白石 様） 

４．８月３０日（月） 学校の移動教室以外で泊まりに来ました。ご飯もおいしい。お風呂もキ

レイで満足です。来年もう１年は日野市に在勤でいられるかな･･･。そうだ、八東に行こう！

（八王子市？） 横にいる妻は現在妊娠５ヶ月。子どもが生れたら、また一緒に来るのもよい

ね。大成荘バンザイ。（H＆M 様） 

５．H２２．９．１０（金） 今年も無事来ることができました。思ったよりも、まだまだ暑いで

すね･･･。 

６．９・１３（月）晴れ 初めて来ました。思っていた以上に立派な施設で感激しました。食事

もサービスも大満足です。またのチャンスを楽しみにしています。（８４才老女 様） 

７．８/１９ 今年は初めて大成荘に来ました。思った以上に緑がたくさんあったり、すごくキレ

イでした。ありがとうございました。また、来年も行くのでよろしくお願いします。（森田 
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様） 

８．H２２．９．１３（月） 息子が産まれて初めての家族旅行。息子は３歳にして初のお泊り。

初めての大きなお風呂にびっくりしてました。小さい子供がいると、欲張っては行けませんが、

清泉寮（アイスクリーム）、八ヶ岳倶楽部（ランチ）、萌木の村（メリーゴーランド）、アクア

リゾート天女の湯と、けっこうもりだくさん。アクアリゾートのプールに行く為に、水着を持

ってきていてよかったです。息子も初プールで、怖がらずに楽しんでいました。 朝の５時に

起きて、パパは運転ごくろうさまでした。私は慣れない旅支度で、すごい荷物を準備。しかし、

オムツが足りずに、コンビ二で購入･･･。少しでも息子の記憶に残るような、大人になっても

「楽しかったね」と、思い出してくれるような旅にできたら、うれしいな。私は日野生まれで

３０年程前にも大成荘に来たことがありますが、こんなに立派ではなかったので、新しい大成

荘に感激しました。また遊びに来たいと思います。（東豊田在住 まも 様） 

９．H２２．１０．１３（水） 小諸迄行って来ました。今年はいつまでも暑いですね。懐古園の

中に動物園があるとは知りませんでした。お猿さんがとてもかわいかった。クモザル君、手長

猿君にエールを送りました。話しかけると、じっと聞いてくれました。やっと取れた忙中閑あ

りの時間を勢いっぱい楽しみました。懐古園の中にあるお蕎麦屋さん、量と味は天下一品です。

是非お試しください。（６３０円です） おやきも駅前で買いました。１コ２１０円。健康的

でおいしいです。  実は昨夜あまりよく寝られなかったのです。今夜はぐっすり眠れるよう

お願いします。（日野のなっちゃん 様） 

１０．９/１０～１１日（土） １０年ぶり位に（孫がふえて）３人＋１人で来ました。もう１度

１０年前にコーラスの合宿で団体棟に泊り、多目的室をお借りして練習したこともありました。 

懐かしい故郷に帰ってきた様な気分です。周辺の緑深い中に大成荘の外観も、とても素敵です

ね。今年の夏は猛暑の連続で疲れた体と心にやすらぎと休養を与えられました。みな様の対応

も温かくて感謝です。お食事は一流料亭並みの、凝った、家庭では味わえない数々の１品にお

いしく、至福の時でした。ありがとうございました。（多摩平 K・B 様） 

１１．１０/１０（日）～１１（月） 結婚３０周年記念で娘二人と家族４人で来ました。素敵な

想い出がつくれました。有難う。（知明、悦子、正子、明美 様） 

１２．１０/１７（日）私は大成荘で出来る遊びを紹介します！ まず、①卓球 ②バドミントン 

③いご ④しょうぎ ⑤オセロ ⑥チェス など 色々な遊びがあります。私は卓球をおすす

めします。他にもサイクリングなどもあります。ぜひ遊んでみてください。お風呂もおススメ

します。そして、大成荘のスタッフの皆さん、お布団気持ちよかったです。ご飯もおいしかっ
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たです。２日間、ありがとうございました。（お世話になりました。） （五年 F,H 様） 

１３．うちのお父さん、エアコンが無いからマジかわいそう？ 扇風機はあるけど、今日は扇風

機生活だよ～。雨の日だし、今日はゴロゴロ生活だよ～。けど、とっても楽しいよ～。（２年

生 神山 様） 

１４．初、大成荘。 今回初めて家族４人で大成荘に来ました。いい思い出になるよう、いっぱ

い遊んで帰りまーす！！（K.MTA 様） 

１５．今日は、１日だけ大成荘！！ ５年のとき以来だー。なつかしい＆楽しいです。 今日は

雨が降ってる･･･。かみなりも。 屋上に行きたかったけどダメになってしまって、少し残念。 

明日はヒマワリ畑に行くよ。夏休みもあと少し！！元気で行こうぜ！ 

１６．大成荘 すっごく楽し～い！ 大成荘はこれで３回目です。バドミントン、卓球楽しい。

ご飯おいしい。 

１７．大成荘は、すっごく楽しくて、ご飯もボリュームがあって、おいしいです。バドミントン

や卓球、チョコレートパズルはすっごく楽しいです。外の空気もすっごくよくて、良い所です。

今日の夜は星空観察もしました。（小峰直樹 様） 

１８．今回初めて利用させていただき、人とのふれあいに心が和んでいます。こちらの方々には、

本当に心からの対応をしていただき、心から感謝しております。今回は母と２人で来ましたが、

次回は家族そろって訪れたいです。 

１９．２０１０．９．１９ どうも、はじめまして！！ おとん、おかん、じじ、ばば、おばち

ゃん、私でお泊りに来てまーす。東京とは違って少し肌寒いけど、とっても過ごしやすい一日

でした。チーズケーキとプリンとアイスクリームが食べたいよー。梨とぶどうも！！ 火曜日

から仕事だし、この休日を楽しむぞー。買ったばっかのトイカメラもフル活用だ！！じゃあー

ん♡ 

２０．２０１０．１０．１６～１７ 夕食後のヨガ教室楽しませていただいております。企画も

ご苦労されているようですが、今回はヨガは疲れた身体にとても効いてよかったです。無料で

やっていただいて申し訳なかったです。ありがとうございました。食事も大変おいしくて、ゆ

っくりできてよかったです。ありがとうございました。 

２１．２０１０年９月１０日（金） 今日もとってもいい天気 初めての大成荘。 彼は２回目。 

ちょっと遅めの夏休み。 

   驚いたこと ① 思っているよりきれいだった。車で入ってきて「えっ？ 普通のペンシ

ョンみたい♡♡」と、びっくりしました。建物の中もきれいで大満足。 
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   感激したこと ② お夕飯が、いっぱ～～い。 ちょっとうっかりサンで、食事中にケガ

をしてしまった～。ですが、みなさんがすぐ対応してくれて、無事、治

せました。とっても親切にして下さって本当にありがとうございました。

お世話になりました。 

   癒されたこと ③ お風呂。お休みをとって、平日にきたので、お風呂も貸切状態で１泊

なのに翌日の朝風呂も含め３回も入っちゃいました。 

   嬉しかったこと④ いっつも時間に追われる毎日なので、おいしい空気いっぱいの中、緑

もすがすがしく時間も気にせず、とにかくの～んびりできて、良かった

です。 

  ２人で何も気にせず、ゆっくり出来るのはとっても幸せです♡♡ 夏休み、短期間だったけど 

忙しい中、お休みとってくれた彼に感謝です。いつもありがとう。 彼との大切な思い出が 

また、１つ増えました。大成荘さんありがとうございました。 

２２．２０１０．９．２６（日） すっかり冷え込みました！翌朝雨の音で目が覚めた。大成荘は

夕食、朝食が楽しみです。風呂もゆっくりと、のんびりと入り、気分爽快です。 

２３．２０１０．９．２８ 大成荘はいい。所長、支配人、フロント、スタッフみな、いい。板長

もいい。贅沢ざんまいしました。 

（多摩川、浅川、程久保川の合流点に住む日野市民 たちばな 様） 

２４．２０１０年８月１７日 山梨県は初めてだけど、すずしくていいところでした。お風呂もす

ごく楽しくて、おもしろかったです。ごはんもとてもおいしかったです。もう一回行ってみた

いです。 

２５．あしたは色々あそんで帰りまーす。もう一泊ぐらいしたいけど･･･。ざんねーん。星が曇っ

てて、見えなくてざんねーん。晩ご飯、手がこんでいて、おいしかったです。おなか、いっぱ

ーい。  （父）そもそも、この大成荘に来た目的の一つが、満天の星が見られることを期待

していたのですが、残念ながら、日頃の心がけが悪いのか、見られなかった。それと、もうひ

とつの目的である食事だが、なかなか良かったようです。とても、おいしくいただきました。

また、機会があれば訪れたいと思いました。 

２６．楽しかったよ～。（情光之介 様） 

２７．８月１９日木曜日 私は大成荘にきてから、ほしを見ました。おじさんが「星の大三角形が、

見えたよ～」と、言っていました。天体望遠鏡も使いました。また、来年も来るからね～。 

２８．２０１０．８．２９（日） 清里は８月最後の日曜日をたのしむ家族連れで、どこも一ぱい
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でした。今夏の猛暑は異常なほど、どこに出るのも億劫で、勤めだけで精一杯で、食欲も落ち

２ｋｇ痩せ･･･という次第。 大成荘に来てみると、職員の方々もここでもまだ暑くて参った

と、言っておられました。夜も暑いのにびっくり。しかし、美味しい夏料理で満足し、体力も

回復して感謝して帰ります。（神明 石井 様） 

２９．２０１０ ９/１１（土） 私は東京都の日野市から来ました。遠かったけどリゾナーレに行

けて楽しかったです。 

３０．９．１８（土） 今日、八ヶ岳に行きました。最初に電車に乗りました。とても楽しくてわ

らいました。とてもおもしろかった。その後、ここ「やど」に来て、卓球をしました。私はお

母さんに勝ちました。次に、お風呂に入りました。あわあわの所にいったら、はねとばされま

した。とても、おもしろかったです。ご飯を食べにいきました。お腹いっぱいになったので、

妹と、弟と、私で、先にお部屋へ帰りました。そして、テレビを見ました。テレビではドッチ

ボールのキャッチの仕方です。最後は試合になります。たのしかったです。♡♡ 

３１．２０１０．１０．１７（日） 最後の一ページを埋めさせて貰います。幸せのふくろうのお

かげで、不思議なめぐり合わせです。（最初のページを一年前の５月に）  ポールラッシュ

祭 夏の猛暑のせいで今年は野菜が高いので、車で来た人たちは大根や、白菜など、両手に持

ちきれないほど買っていました。 子供たちは、ふうせんやポップコーンなどを貰って、舞台

のイベントを家族で楽しんでいました。西の魔女の家は無料公開で、ホットティーのサービス

が嬉しいものでした。  落葉ふんで ふくろう 魔女と語らんと 阿鬼   
（神明 石井 様） 

３２．H２２．８．２４ ２０歳になって初の大成荘です。小さい時からずっと来ていますが、毎

年、毎年とても楽しいです。今年は２０歳になったということで、お酒が飲めるようになった

ので、白洲のサントリーウィスキー工場に行ってきました。森の中にあって、静かで涼しい所

なので機会があったら行ってみて下さい。（A.N 様） 

３３．８月２５日（水曜日） 今日、ここから車で３０分くらいで着く所のプールに行きました。

温泉に入った後のプールはちょっと冷たかったです。 

３４．また来たいでーす。私は滝合小学校の５年２組の生徒さんでーす。 

３５．私は日野産まれ、日野市育ちです。２０歳になるまで実家に住んでいました。しかし、去年

アメリカへ留学に行きました。ちょうど１年たったので、日本に帰ってきて、日本に残した彼

女と一緒に様々な思い出のある、ここ大成荘に来ました。彼女も同じく日野育ちなので、学校

は違えど、思い出話に花を咲かせました。また来れたら良いなと思っています。 
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３６．２０１０ １０月１６日土曜日 私たちは大成荘に７回ぐらい来たことがありますが、来る

日、来る日によって、景色が変わっています。紅葉していたり、木の葉がかれていたり、来る

楽しみがあるので、とても楽しい１日を送ることが出来ます。いやなことがあっても、大成荘

に来れば忘れてしまいます。 ご飯もおいしいし、図書室もあって、とても大好きです。朝の

バイキングが、とても楽しみです。「私も大成荘に住めたらいいなあ。」と、思っています。お

母さんが森や山が大好きなので、私も大好きになりました。大成荘から帰る時、「ああ、もう

帰っちゃうんだあ。」と、少しだけ寂しくなります。また、来たいです。 

３７．２２年９．１２ 私は７６才の元気な、おばあさんになれない、昔、花咲く乙女です。 舟

木一夫さんという、有名な歌手の人を知っていますか？ 今、あの方も６５才。高校三年金と、

言っています。７６才でも気分は高校三年生。全然若い気持ちを、いつも持っています。体温

は何度ですか。手や足は冷えていませんか。おなかも大切。おへそを出して寝ている人はいま

せんか。さあ、清里のきれいな空気をいっぱい吸って元気に明るく生きて行きましょう。舟木

一夫さん、追っかけおばさんより。  健康怪人七面相･･･１．快眠－疲れを取るだけの眠り

ではダメ。明日の活力を出す事。 ２．快食－よくかむ。有りがたく頂く。 ３．快便－貯め

ないで出しましょう。 ４．快腸－快調 ５．快感－感激、鑑賞、観劇、感謝。 ６．快運－

よい運は幸せを運んでくれます。 ７．快笑－よく笑いましょう。笑う門には福来る。 健康

になります。 

３８．２０１０ ８/２７ 毎年のように大成荘に来ています。大成荘で楽しみなのは･･･「ごは

ん」おいしくて、おいしくてたまりません。まあ、１ｋｇぐらい太っちゃうんですけど･･･。

来年も絶対来ますネ♡♡ その時は又、ヨロシクお願いします。（ｂｙ 中１A.K ♡  様） 

３９．２０１０ ８/３１ 朝のバイキングおいしかったです。とくにメロン。まあ～、大好物だか

ら当たり前か。 もう、今日で今年は３回も来ちゃったよ（笑） また、行きますので、その

時はよろしくお願いします。 

４０．２０１０ ９/３ 今日は学校帰りに大成荘に来ました♡ もう、何回目でしょうか? ５回ぐ

らいは来てると思います。一年に１回は必ず来てるといってもいいでしょう。（笑） 大成荘

の魅力はおいしくて、量のあるご飯ですね。来る度に変わっていて、とてもおいしいデス。☆

又来まーす♡ その時はまたよろしくお願いします！ 

４１．９/２０ 初めて来ました。星が見れなくて残念でした。朝食のバイキング、おいしかった。 

４２．９/２１日頃のけん喧を避けて、久しぶりにここに来ました。でも、あまりの静かさに驚いて

います。自分は「日野の仙人になりたい。」などと、思っていただけに、仙人には程遠い、俗
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的仙人の姿に深い反省です。これからはもっと、こういう所に来るべきですね。 

４３．９/２１ 前に一緒に来た孫も１６才と１９才になり、その下の孫は１４才です。今度一緒に

来たいです。スウェーデンに居るので、仲々です。 夕食の多彩な美味でヘルシーメニューは

ピカ一です。先回のことも同様でした。料理長以下、皆さんのご努力に感謝します。 

４４．８/１４（土） 滝沢牧場へ行って来ました！残念ながら雨が降ってしまいました。「キリ」

が、でていました。楽しかった♡ 

４５．８/１４（土） 滝沢牧場に行ってきました！ちょ～楽しかったよ～！！ 

４６．♡今日はお風呂に２回入りました。とても気持ちよかったです。 ♡料理もとてもおいしかっ

たです。作ってくれた人に「カンシャ」！ ♡「キリ」が出ていて真白でした。 ♡明日の朝も

う一度お風呂に入りたいです！ ♡部屋に変な虫が入りました。友達がつぶして、よく見ると

「キモ」かったです。まあ、ここらへんにして･･･。  ここのお風呂。ここの料理。ここの

部屋。ここの何もかもが、わたしにはとても「カンペキ」でした。わたしの好きな図書ルーム。

気がきくと思いました。もちろん、利用させてもらいました。わたしは、ここの人に会えたこ

と、ここの料理、ここのおちつく和室の部屋。忘れないようにしたいです。そして、とても楽

しい一日を過ごせて幸せでした。わたしは今を大切にし、思い出をいっぱい作り、楽しい日々

を過ごしたことを忘れないようにしたいです。（もちろん、ここも）完 

４７．８/１５（日）８：２５ 昨日は楽しかった。滝沢牧場のソフトクリーム、ミルク味がすごく

おいしい！ 牛とか馬、ヤギなどがいて、写真もバシバシッと、とっちゃった。エサあげたり

もできたし、ちょー楽しかった。 SLランドもまあまあだったよ。始めは、そんなに行く気

なかったけど、意外とおもしろかった。ゴーカートやったり、短い汽車が走るのを見たり。で

も、残念ながら、途中で雨が降ってきて、ミニ電車には乗れなかったけど･･･。 その後、こ

こ「大成荘」に、来ました！！ 来るのは２回目だけど、料理もおいしいし、きれいだし、も

うサイコー！ 卓球とかオセロとかも貸してくれるし、友達と楽しんで過ごせました。  今

日はハイキング！！お日さまも出てきてイイカンジ。緑の中を歩くのって気持ちイイヨネ。そ

の木々の間から日が差し込んで･･･。もう、想像しただけで、すごくキレイな気がしちゃう。

今日もいっぱい思い出作るぞ。 今は朝食 食べたばっかだからお腹いっぱいだー。おいしい

から、もっと食べたかったなあ。ちょー良かったから、また大成荘来たいなー。 

４８．８/１７（火） 大成荘、楽しいー！ 

４９．２０１０ ８．１８（水） 大成荘はごはんもすごくおいしいし♡♡お風呂も広くてきれいだ

ったよ。 とってもおいしかったね。あと、１日に何回も入れたね。 
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５０．いつもながら、ゆっくりさせて頂きました。夕食、朝食、美味しくてつい、食べ過ぎました。

家に帰ったら、又、元気で働きたいと思います。ありがとうございました。 

５１．８/５ 先日は学校のお友達、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、毎日嬉しくなります。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、泊りに来たいと思います。 

５２．８/２０ 大成荘に来たら、小学校の友達に会って、びっくり！しました。夕食を食べた後に、

友達のお父さんが花火をしてくれました。とてもきれいで、妹も、友達の兄弟も大喜びでした。

その後、屋上で天体望遠鏡で、月を見ようとしましたが、雲で見ることが出来ませんでした。

でも、星を少しだけ見ることができて良かったです。今度来た時は、星をいっぱい、月を見た

いです。明日は野辺山天文台のスタンプラリーに行きます。楽しみです。また、ぜったいきま

す。 

５３．９/２ 窓から涼しい風が入り、ア･･･来て良かった。秋には紅葉で、さぞかしきれいなこと

でしょうネ。今日は食堂の方に冷たい水をいただき、ありがとうございました。お世話になり

ました。 

５４．１０/１０ うちらグループで大成荘来ました！小学校５年生の時に来たっきりで、めちゃ、

なつかしいです！！ちなみに、けんこーは小学校ちがうので残念でし。。。が、３人仲良くやっ

ています。今から夜ご飯たのしみー。 

５５．１０/１０ 初めて大成荘に来ました。思っていたよりキレイな所でした。♪ 

５６．１０/１９ 春に来て今年二度目の大成荘。昨日は三城～茶臼山～美ヶ原～王が頭～三成と紅

葉が始まった山歩きを楽しみました。これからも、ますますきれいになるでしょうね。 寒さ

に向かう中、スタッフの皆様も風邪などひかれませんように。 いつも変わらぬおもてなし、

ありがとうございます！またおじゃまさせて頂きます。（ｊ、ｙ＆A 様） 

５７．大成荘は修学旅行でも利用させていただきました！！ ８/１６～１７ 家族で泊まりました。

４回目ぐらいです。 －今日まわった所－ 富士見高原でリフトに乗りました。～清里駅前を

ぶらぶら。千円均一ショップを見つけました。～萌木の村に行きました。メリーゴーランドの

近くにあるソフトクリーム屋さんの「メロンソーダフロート」が、おいしかったです。清里高

原のミルクソフトなのでオススメです。萌木の村には可愛いお店がたくさん！１０月には「カ

ントリーフェスティバル」というイベントも行われます。  大成荘で働いている人たちは皆、

親切で優しいので、いつもまた来たいと思っています。お料理がとてもおいしい！！２日間お

世話になりました！！  明日行く所：清泉寮・山梨県立美術館・新しくできたショッピング
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モール。 

５８．８/２９（日） ７年学級で２泊３日しました。萌木の村、私達も行きました。オルゴール館

の大きなオルゴールにびっくり。ソフトクリームもおいしかったし、トッピングもあり！！

（私はリンゴの角切りがオススメ！）ハイランドパークのキャンドル作りはキューブのロウソ

クがとてもきれいで選んでいるだけでも楽しかった。ゆりの花もチョーきれいでした。におい

もすてきでした。私は初めてだけど、またまた来たいです。 

５９．たくさん思い出ありがとう♡  今日は、八ヶ岳に来てとても楽しんでいます。私たちは９

日～１１日まで泊らせていただきました。ご飯はとってもおいしいよと、よく知っているので、

よろこんで食べました。２Fで、卓球ができたり、色々スポーツが出来るので、とっても楽し

いです。これからも、たくさん泊りたいです。運がいいのかもしれませんが、１月、八ヶ岳に

来ると、抽選で大当たり！！１月にもぜひぜひ来たいです。そして色々また、楽しみたいです。

冬にはスキーに来るので泊ったりします。これからも、たくさん遊んで、泊って、食べて、い

い思い出をたくさんつくりたいで～す！！ 

６０．こんにちは～♡ いい思い出をたくさん作り中です♪ 毎日楽しく遊んでいます。八ヶ岳で

の思い出はもりだくさん♡♡ いろんな思い出ありがとうございます。こうやって、毎日泊って

遊べたらなあ♡と、思っています。だって、たくさん思い出できて来てるんだもん。いろんな

発見があったり～。それにしても山梨は自然がいっぱい詰まった場所ですね。東京とは全然違

いますね。とってもきれいなけしきもたくさんあります。私は山梨が好きです。くだものがた

くさんなっているし、ビルばっかじゃないし、緑がたくさんあるからです。私は緑の町が大好

きです。いろいろ思いでありがとう！ 

６１．秋のメニューは猛暑で弱っていた身体にとても優しく、特に豆乳鍋は嬉しいものでした。い

つもソースの美味しさに感嘆するのですが、秋のデラウェアソースもアッと驚きの美味でした。

元気をいっぱい貰って帰ります。１０月も楽しみに！（神明在住 石井 様） 

６２．８．２１（土） ２回目の大成荘です。１回目は学校で５年生のときに来ました。１回目は、

何をしたらいいか、分からなかったけど、今はすごくなれています。大成荘ではお風呂がすご

く気持ちいいです。また、大成荘に来たいと思います。夜には花火をやりました。大成荘のご

はんも、すごくおいしいです。おみやげもいろいろなストラップがありました。めっちゃ楽し

い。ワイワイワイ （K・Y 様） 

６３．今日、友達と真夜中の３時くらいまで起きてまった！一番最初に寝た子が、一番遅く起きて

ました。一番最初に寝た子がその前に少しだけ寝ていたので、友達とその子の手のひらにセク
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シーポーズをしていたので、セクシーポーズと書きました。おもしろかった！ 

６４．９月２６日 大成荘からの富士山を見ることが出来ました。いつ来てもほっと出来るところ

です。孫達と又来ることを楽しみにしています。昨日は入笠山大パノラマに行って来ました。

ゴンドラで頂上まで行き、そこからも富士山をみました。湿原のリンドウがたくさん咲いてお

り写真をとりました。 

６５．ごはんおいしかったです。（K.Y 様）おふとんきもちよかったです。（M.J 様） 

６６．大成荘にやっときた。（横浜市東信濃小学校 はしもとめい 様） 

６７．たのしかった！ 大成荘サイコー。チョー楽しかった。 

６８．２０１０．９/１８～１９ ご飯がとってもおいしかったです！ あと、すずしくて良かった

です。また、行きたいです。（P.S 夜はさむい･･･） 

６７．２０１０．１０．３ 日野を離れて早３０年。今、八ヶ岳の住人として、２年に１回程の大

成荘利用。私にとっての唯一の青春へのタイムスリップ。当時の山の思い出と、大成荘での食

事作り。食後の卓球の思い出。今日もなつかしさと、楽しさを味わいつつ、おいしい味覚に満

足し、ピンポン球とたわむれました。次はいつになるのか、又又、楽しみを待ちます。 

（八ヶ岳の住人 様） 

６８．２０１０年８月２９日 本日で、来たのは２回目です。１回目は、旭が丘小で来ました。２

回目が今日です。２泊３日で休みま～す。 

６９．大成荘で泊りました。楽しかったです。 

７０．２０１０年８月３日（火） 最高で～す！（大成荘） リラックス～。 

７１．８月４日 大成荘、超―楽しいです。また来たいでーす！ 

７２．大成荘、ふとんふかふか。よくねれた～。楽しいよ～♪ 最高。 

７３．８/１６ アイスがおいしかったです。今日はアイスクリーム工場に行きました。おいしかっ

たです。 

７４．８/１９ 写真もいっぱいとって、ソフトクリームも食べて楽しかったです。 

７５．大成荘♡♡ すごく楽しいで～す。まわりには自然がいっぱいありました。（おかださわ様） 

７６．先月この部屋（こぶし２０１）に泊ったノートの最初と最後のページを偶然にも埋めました。

また、ふたたびのノート第一ページです。  今回はインターネットの大成荘情報で紅葉の東

沢橋を見て、清里駅から歩いて楽しんできました。雲一つない青空の下、からまつ林の黄、大

橋の赤で一きわ、八ヶ岳が見事でした。この２年間、毎月１回大成荘を利用させて貰い、あち

こちの自然の雄大さに心身ともにリラックスし、大成荘の美味しい食事とスタッフの心遣いに
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大満足の日々でした。感謝！  （神明在住 石井 様） 

７７．１０月２２日 夏にお世話になり、秋の落葉松の黄金色に出会うのを楽しみに、いてもたっ

てもいられず参りましたが、一寸紅葉には早かった感。でも館長さん以下皆様の温かいもてな

しに触れ、ゆっくり休ませてもらいます。 

７８．１０月２７日 東沢大橋の紅葉がすばらしかったです。又、大変お食事がおいしく皆様の温

かいおもてなしに、のんびりさせていただき帰るのが残念です。ありがとうございました。 

７９．１１月２～３日 秋の訪問は２回目。スキーリフトに、スキー靴でなくて革靴で乗るのも妙

な気分でした。でも、１９００ｍからの展望は素晴らしかった。スキーと、このホテルはいつ

もセットで楽しんでいます。きれいで、料理もおいしくて、ホテルの方々も親切で訪ねるたび

にほっとします。来年１月にはまた、大勢の家でスキー、ソリを楽しみに来ます。 

８０．平成２２年１１月３～４日  初めて家族３人で泊りました。施設が思っていたよりキレイ

で、ごはんも美味しく、大変よかったです。なんといっても夜の星空が最高でした！ 流れ星

も見れました☆ （たいら みほ、こはる 様） 

８１．１１月６日～７日 大成荘清里合宿をしました。山を走りました。とても寒かった。とても

楽しかった。又、来年来たいと思います。 （青木 豪 様） 

８２．２２．１０．２３ 今日は５回目の日野市立八ヶ岳高原大成荘にきました。今日はゴルフを

したりしました。あしたがたのしみです。（H★I 様）  H★Iの姉、R♡Iです。私は４年生

で、あと１年半で学校で来ます！ 清泉寮でソフトクリームを食べてる時、足湯を見つけたの

で入ったのですが、とってもあったかくて気持ちよかったです。充実した一日でした！ また

明日もたくさんあそびまぁ～す！！ 

８３．１１月１日 毎年、春、秋と二回利用しています。人の居ない日を選んで来ています。ゆっ

くりとお風呂に入り、食事の方もまあまあで、お酒もおいしくいただいております。でも、今

日は少しがっかりでした。軽井沢方面から紅葉を楽しみ、少し遅く（４時３０分位）に、着い

たのですが、部屋に入ってお茶を飲みましょう･･･と思い、ポットの中は水でした。スイッチ

を入れれば１０分位でお湯になるのですが、気持ちがすっきりしませんでした。日野市の方針

で部屋に入った時に利用者が自分でわかすようになったのかも知れませんが･･･？  今迄と

違って少々がっかりでした。 でも、又来春には来る予定ですが･･･。（Ｙ子さん 様） 

  ※ 高原野菜を沢山買い込んで喜んでいます。紅葉はあと１０日位経てからの方が良かったで

す。 

８４．2010．10.10 １０年振り２回目の投宿ですが、稀有の自然環境の中に育まれ、職員の皆様
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の蔭になっての微細にいたる心尽くしが、貴重な一夜の宿を永遠に忘れ難い貴重な一頁とし

て、老いの身に刻みこまれました。職員の皆様に心から御礼を申し上げると共に、御荘、皆

様の上に一層の祝福を祈り上げます。本当に有難うございました。 

（小平市 高木道生・父 様） 

８５．１０月２７日 今日は良い天気です。年に１回の姉妹旅行のたびが出来て、大変にたのしく

旅行できました。来年も又、来たいと思います。来年もガンバリあす。 

                               （日野市在住 八十才女性） 

８６．１０．２３ 部屋からの富士山の眺めに秋の澄んだ空気が感じられ、レストランの窓外の紅

葉が美しいです。おいしい食事に感謝です。 

８７．2010．11.2（火） 小淵沢の山荘の水抜きをして、いつも11月初めと4月初めに大成荘に

泊ります。レインボーラインが出来てからすごく近くなり、とても便利です。木々が紅葉し

てとてもきれいでした。でも、今年は赤く紅葉する木が少ないみたいですね。明野村でサル

の群れを見ました。１５～１６匹いたでしょうか。子供を抱いている母ザルもいました。ク

マやイノシシと同じく山にエサが足りなくて下界に下りて来たのかしら？ 帰りは道の駅に

寄り、野菜を沢山買って帰ります。小淵沢の道の駅は少し値が高いようです。白州の道の駅

が品数も多くだんぜん安くていいですよ。いつもおいしいご馳走をありがとうございます。

寒さきびしい冬、皆様のご健康を祈ります。（yoko 様） 

８８．昔、スイミングの仲間6人で津金のリンゴの木のオーナーになりました。1本で20,000円

也。収穫時には３～４回も足を運び、毎回沢山リンゴを取っては楽しんでいました。最後の

日は青いリンゴも、小さなリンゴも全部取りつくし、リンゴの木1本、丸裸にしました。青

いリンゴはジャム、サブレ、煮リンゴとか作り、本当に楽しかったんです。今もこんな制度

があれば、子供のいる家族なんか大喜びでしょうね。たわわに実っているリンゴを見て、な

つかしく思い、つい･･･。（多摩平 0.Y 様） 

８９．2010．10.31 台風の影響で一泊二日の予定が、二泊三日お世話になりました。あいにくの

お天気でしたが、おいしい料理と空気をいただき、元気になりました。家族5人で、いつま

で遊びに来られるか･･･とも、思いますが、これからも四季に合わせて伺いたいです。結婚

10年目の秋に  （鈴木 様） 

９０．30日に大成荘に行きました。アウトレットの店に行ってからきました。アウトレットでレゴ

であそびました。レゴで家を作りました。その次「まい」と、漢字でレゴでつくりました。

作ったのは記念にとりました。大成荘に行く途中で虹が見えました。虹をはじめてみました。
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初めてだったから「にじだ！」と、車の中でさけびました。みんなが「ほんとだ」と言いま

した。きれいだなーと思いました。ママが虹の写真を撮ったらすじしかとれませんでした。

次にしりとりをしました。弟が「ん」のつく言葉を何回も言いました。あもしろかったです。 

                         （2年2組 会沢 舞 様） 

９１．きのう、やってきました！台風が接近していて、大変でした。雨が止んだ後明るくなってき

て虹が見えました。しかも！虹の色はむらさき、きいろ、赤、水色でした。楽しかったです。 


