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平成２３年５月～２３年８月 

           （順不同。用字については原文のままとします。） 

１．２３．５．２０－２１ 須玉インターから白州に向 

かい薮ノ湯近くで、猿の親子に逢いました。びっく

りしたことと、かわいいので嬉しくなりました。更

に走り武川村の別荘あたりで 3 時間位、雪が残って

いる甲斐駒を油絵で書きました。更に走ること 50

分位で大成荘に着きました。ほっとして、お風呂に

つかり夕食となり、いつもながら楽しみながら頂き 

ました。日野と比べると少々遅い春とでも言うのでしょうか、ふきのとうの天ぷら、

お寿司の上のつくし、お吸い物の中の菜の花、春を頂きました。ほんとうに目で楽し

み、舌で美味しさ感じ満足いたしました。今回は 2 泊なので明日も楽しみです。2 日

目も最高でした！！又来ます。  第２日目 １日道にてＪＲ線最高地点から飯盛山

の下の獅子岩の駐車場から八ヶ岳連峰を望み油彩で下手な絵を描いた。昨日描いた甲

斐駒の連峰も見えて素晴らしい眺望であり、山々に残雪が残りとても良かった。昼食

は野辺山高原の「あららぎ」そば店で、山菜のてんぷらとザルそばがとてもおいしく、

帰路にはポッポ牛乳工場を見学し、牛乳とソフトクリームを食べ、満腹～～くるしい。

まきば公園を散歩し、ゆっくり大成荘へ。今日はビールがうまそうです。大成荘の皆

さんいつもありがとうございます。     （旭ヶ丘の住人 様） 

２．卓球楽しかった。来年、来るのが楽しみで～す！ しってる友達が来てたのがビック

リ～(^^)  とまったのは１ぱく２日で～す！ また来たいです。 （ゆうか 様） 

３．７/１１ ３人で乗るロープウェイ 緑の風 山で見る入道雲もオツナもの。 サラ

ッとした肌にささやく山の風 毎年いやされて下界の暑さにたえていきます。  皆

様もどうぞ御自愛下さいませ。                  （森田 様） 

４．楽しかったよ♡ ５年になったら、また来ます。楽しみです。   （Mｏｅ 様） 

５．２０１１年 ７/９（土） また学校で５年生になったらこれるので楽しみです。 

６．６/１８ 年１回利用して今年で８回目です。食事は毎度、美味しくいただいてます。

ただ、毎年来る度に清里にシャッター通りが増えていくのが、さみしい限りです。 
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７．今回は、ヤマハ（ピアノ）の仲間？と、来ました。来てない子もいますが、うれしい

です。（テカ、子供と親で分かれました～(̂ ^)）私は今回２回目で～す♡  

８．大成荘綺麗だな～。また来たいなー。 

９．Ｈ２３ ６月５日～６日 とっても良かったです。朝のサクラケーキがおいしかった

です！ ごちそうさまでした！！                （Ｈ．Ｕ 様） 

１０．Ｈ２３ ６月１１日～１２日 こんにちは～！えっと、大成荘に来たのは４回目だ

ったような･･･(――;)  今回は、おじいちゃん、おばあちゃんと来ました(^。^) 今

日はシャトレーゼ工場に行ってアイス２本食べました。（太っちゃう･･･でもウマ） 

お料理最高ですＮＥ！また来ま～す！大成荘大好き♡ 

１１．大成荘はおもしろいです。おふろや大きいです。そしてバイキングもありました。 

１２．２０１１．６．４ 今日は、私たちも入れて２組しか来ていなかったので、バイキ

ングはありませんでしたが、楽しかったです(*^。^*) お風呂は８時くらいだったの

で、かしきりでした！きもちよかったです！ 1 階のロビーでテレビを見たり、大成荘

の駐車場の外もたんけんしました。楽しかったです！ ありがとうございました。 

１３．今日みんなで遊びまくりました。ちょっとバカバカしいですけど･･･。 

１４．平山小学校男子から ５/２６ ぼくは、部屋の名前がおもしろいと思った。すげ

ーきれい。ビックリした。サービスも良いし、すごく楽しくすごせました。「来て良か

った～。」って思った。 外、サブッーイですが、でも中はあたたかです。 

１５．みんな、ぼくは東光寺小学校だよ。（２０１１）５/３ １3:33 ドンマイアイスク

リームは、うめぇー。 なに小か、わすれたけど日野市の小学校のトムへいっている

中村君、6 月に来るみたいだけど、楽しいよ。ハイキングはじっくり味わってね。ぼく

が来たときは一小もきているよ。（西川 様）  大成荘は楽しいです。（亀田 光記 

様）  つぎ来る人へ、へんなことかいてごめんね。ぼくは変人です。変なことかい

てるけど、ちゃんと読んでね。とんできた虫にたまごをうまれて悲しかったよ。君た

ちもきをつけな。あと牛に赤いものを見せないように。（西川 様）  今日牛のふん

が、すごくくさかった。 

１６．２０１１．６．１～２ 私は、ハイキングが雨でいけなかったことがうれしいっ！  

日野市大好きになった。  大成荘さいこーyeah  おふろきもちいい。  バイキ

ングさいこ～。  たのしかったコトの1位はおふろ。  大成荘、楽しかった！ 

１７．２０１１．６．１ 大成荘にきたよ！！ 東光寺小の５－１女子一同です(^_^) 
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昨日、今日と移動教室できました。カレーバイキングや朝のバイキングはとってもお

いしかったよ。31 日は川遊びやハイキングをして疲れました。でも、最後のソフトク

リームは最高でした♡ 1 日は川で釣りをする予定です。☆♡NOA♡  わたくしも東光

寺小女子です。きのうの♨がすごくあったかかったです。でも、友達と入るのがちょ

っとはずかしかったです。でも、すごく楽しかったよ～ん(̂ ^)  31 日と 1 日できま

した。1 日は牧場に行ってバターを作る予定です！！楽しみだな～☆（ほなみ 様）  

私も、東光寺小から来ました！！私が嬉しかったのは、昨日の夜ごはんに好きなカレ

ーがでたことです。（あかね 様） 

１８．2011 年 6 月 6 日 大成荘に来ました。 日野二小の渕岡です。一日目はハイキン

グに行きました。  6 月 6 日 料理がおいしかったです。とくに、サラダとか、カ

レーとか。広いし貸切だったので、けっこういいです。こんどまた、きたいです。 

１９．２０１１．５．１９ 楽しい！！ 仲田小学校で来たよ！！ 部屋すごくきれい 

＼(̂ o^)／ 楽しむぞ！！ 

２０．２０１１．５/２６ ＨＹＳの移動教室で来ました。ハイキングやまきば公園など

でくたくたです。でも、ソフトクリームもおいしいし、おふろも気持ちよかった。こ

こで、すんでみたいです。楽しかった！！ 

２１．2011 年 6 月 6 日 ＰＭ９：００ 八ヶ岳をバス（観光バス）で行った。車好きな

ぼくにとって最高だった。まあ、ぼくは車の名がほとんど言えるから、別にいいか

な？「そんなわけねーよ」 「ちっとーはいらないできゅうに。」 ･･･  八ヶ岳最

高～♪ あと、大成荘の人たち、ありがトゥース！！ 

２２．2011年7月21日 めちゃくちゃでかい犬に出会った。 清泉寮には牛もいたよ。

でも、はちもいた。 

２３．2011年7月25日 たのしかったー！ おふろきもちよかった！ また来たい。夜

の花火はキレイだった♡ カレーおいしかったー！ 楽しかった♡ 夜はドキドキした。 

２４．5 月 18 日木曜日 私は 1 度来たことがあります。全く、かわってなかったです。

かわらずにみんなして笑顔をとどけてください。 大成荘最高です。 

２５．７/２（土）今回で 3 回目です！前、来た時の部屋と、となりでした。夜はトラン

プやビンゴやオセロをしたり、昼は卓球をやりました。明日はガラス工場か、滝沢牧

場に行く予定です。是非また来たいと思います。（ジャージーハットでソフトクリーム

も食べました。） 
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２６．7 月 17 日 今日は、ぼく場に行きました。牛乳でアイスクリームとバターを作り

ました。バターは牛乳の入っているビンを振るだけで、できました。とてもびっくり

しました。アイスクリームは氷と塩だけでこおりました。またきたいです。 

２７．もりにでかけたのがたのしかった。もっとあそびたかった。いしをかってもらって

うれしかった。（ゆう 様） 

２８．２３．８．１ ご飯とってもおいしかった！ おふろもきれいだった！ ありがと

うございました。 

２９．２３．８月９日 今回、また大成荘を利用します。なんと、今回は２泊３日！ デ

ザートおいしかった！ 今日は入笠山に行ってきました。山頂には行きませんでし

た･･････。入笠湿原でお昼ごはんを食べ、湿原で弟と遊びました。私は自由研究の花

を調べるために、たくさんの花や草の写真をとってきました。今日はなんだかクタク

タ･･･(-_-) つかれました。ゴンドラ高くてこわかったです･･･。明日は車山に行く予定

です。 ８月１０日 ２日目！今日は車山に行ってきました！けっこうつかれまし

た！今日はリフトには乗りませんでした！今回またちがう感じで楽しめたと思います。

８月１１日 今日で帰ります。とてもさみしいです。 

３０．２０１１ ７/２５ 花の公園でおもしろ自転車をのりました。家族３人で、石焼き

ピザ体験をしました。とってもおいしかったです♡ 来年もつくりたいです。野菜の収

穫はとうもろこし４本、きゅうり３本、じゃがいも１袋。楽しかったです。 

３１．２０１１ ７/３１ とてもたっきゅうがたのしかった。またくる。またいきたい。

とても楽しかった。 

３２．２０１１年８/９・１０ ごちそう様でした♡ おいしかったーっ！！ ８/９夕食の

メニューにあったナス料理、たくさん食べました！ おふろが気持ちいし、のんびり

できて楽しかったー。（土方 様） 

３３．２０１１．７．３１ 今日は萌木の村にフィールドバレエを観に来ました！演目は

コッペリアです。でも、天気は今大雨･･･。 今年も清里Ｔシャツ買います♪ 毎年デ

ザインがちがくて、いろんな色の組み合わせがあって楽しい(*^_^*) オルゴール博物

館にも久しぶりに行きました！ ：００と：３０～オルゴールの演奏がきけます。 

３４．平成２３年７月２７日 こちらは空気と水がとってもおいしいですネ！ 星を見る

のを楽しみにしていましたが、今日はくもりで見られそうになく、少し残念です。晴

れている日は、星が降る様で、とってもきれいなんですよ(̂ _-) 
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３５．平成２３年８月４日（木） 年に１度きているのですが、毎年、毎年景色が変わっ

ていて、とってもきれいです！ 今日は雨だったり、くもりだったり、晴だったり･･･。

今日はお星様見えますか？ 

３６．平成２３年８月７日（日） 今日は雨です。かみなりがなっています。今日八ヶ岳

に、一日とまります。温泉♨きもちよかったです。バイキングも美味しかったです。

ひまわりが花がキレイでした。 

３７．２０１１年８月２日（火） おふろきもちいい。最高。 

３８．Ｈ２３．８．８ 今年で３回目の大成荘で～す。去年より食事の味がおいしくなっ

ていました。しっかりついててよかったです。どう思いました？！来年もここに来れ

るといいナ～！ 

３９．８/２（火） キャンプ楽しいぜ～ 

４０．１位 林のさんぽ ２位 食事 ３位 おふろ （ランキング表です！） 私はお

じいちゃんと弟とうらの林のさんぽに行った。そして川の石をわたってあそんだ。す

ごく楽しかった。毎年来るけど今年はすごくたのしかったよ！！ 

４１．８/２と８/３ ここに来て楽しかった事ランキング！１．キャンプファイヤー！ 

２．カレー作り！ ３．オフロ 

４２．２０１１．７月２５日 はじめての大成荘にきました。さいしょはふつうの所だと

思ってたけど、こんなにすてきだと思いました。自然もゆたかで、すごくいい所です。

来年５年生でも来るし、キャンプでもくるかもしれないから、その時はよろしくおね

がいします。（土井かのん 様） 

４３．－２０１１－８月２日☂ 高原キャンプに来ました(̂ ～^) 大成荘のごはんチョー

ウマイ！！ 雨がふって･･･キャンプファイヤー中止･･･。「ガ～～ン」でも、すごく楽

しかったです！！ また来ます！ ぜったい（×１０００）きます。 

４４．－２０１１－８月２日（火） 今年初めて友達が誘ってくれて高原キャンプに来ま

した。売店でお土産を買う時、２人で１つの物を買うから大成荘の人がおつりを２人

で分けられるように細かく出してくださいました。そして前に書いてあるのを読んだ

ら「かぜを引いたとき、のどあめをくれた」と、ありました。それを見て、やっぱり

大成荘の人はやさしいな･･･と、思いました。大成荘に来るのは、」今回で２回目です。

来年も高原キャンプに参加したいです。その時はよろしくお願いします。 

４５．ベランダのそとのけしきがきれいでした。 
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４６．７/２３～７/２５ 友達との三日間。友達とあるいたみち。友だちとあそんだばし

ょ。友だちとしゃべったばしょ。ぜんぶたのしかった。またきます！！ 

４７．２０１１．８．５金～８．７日 青年学級夏合宿です。毎度おなじみです。いつも

よりは少ないメンバーで来ています。が、毎度～のこと、笑いあり、涙あり、怒りあ

り、叱られショボ～ンあり。 それでもみんな同じ仲間だから、大切にしたい仲間だ

から。今日の予定を知る。明日の予定を知る。今日の様子を知る。明日の予想をする。

昨日きた。サンメドウズ清里、からまつロッジでお弁当たべた。ハムカツとリンゴが

おいしかったなあ。涼しいところ（外）で、みそ汁（白ネギ小口切りいっぱい）が、

おいしかったっけ。夜は多目的ホールだから、出し物の練習して、おふろに入ってユ

ルユルな時間を過ごした。楽しいお楽しみ会もできた。反省会もいっぱいした。その

先、明日の予想のために今日の様子を明日に生かすために。 今日はおいしい学校で

ほうとう作り。こねて、のばして、切ってほぐして。バス早く着いたから、外で先に

遊んだよ。みんなのきらいな野菜？！が、いっぱいあったネ。食べろよ。（え～え～す

いませんて）夜はカミナリピカピカ、ザーザー雨でキャンプファイヤー中止。そうそ

う昼間も。お土産買うときもジャジャ降りで、ソフト食べつつ、うらめしい思い。昨

日と同じく早く着いたからユルユルおふろ Time カレーバイキングも。カレーのごは

んの量が多すぎる。前は自分でよそってたよーな？！ よそでバイキングを食べると、

残すとばっきんとられる。大成荘はそれがない分、みんなたくさんとって平気で残す。

食べ物大切だよね？！？大盛り、小盛りを選べないかなあ。 そういえば初日のなす

のトロトロ煮、味濃かった。味については日野市担当者が試食しているらしいが、「う

す味」は推進しないもの？成分バランス表は？ もちろん大成荘の食事はおいしいし、

かつては食べきれないほどあって、量もおちついたけれど･･･。あー話がそれてしまっ

た。 キャンプファイヤーは多目的ホールで疑似たる物を作り、やったんだ。えらく

感動して作ったスタッフ感謝。手遊び歌もたくさんやって楽しかった。特別バンドで

テーマ曲「なかまのうた」も歌った。「涙そうそう」も歌った。楽しいひとときでした。

花火は結局やることになり、どんでん返しでした。明日は朝またバイキング。食べす

ぎには注意しよう。そして、大成荘ともお別れ。桃狩りだ。また、いつか･･･。と、い

うか、毎年の青年学級だが、滞在型夏合宿を体験したいな。その時は事前準備も事前

打合わせもいっぱいして、スタッフたくさん、笑顔のみんなたくさんで。 

（日野市障害者成人学級 様） 
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４８．子供達が楽しく遊んでいました。また来年くるよ！！ 

４９．今日、久しぶりに大成荘に来ました。今日は久しぶりだったので、昨日早く明日に

なってほしいなーと今日までまってました。行く時は軽井沢によった後、アイスを食

べてから来ました。大成荘に来たとき、外はすずしかったから、日野よりいいなーと

思いました。日野からここはとおかったから、ここにくるのがすごく楽しみでし

た！！ わたしは５月の移動教室いらいでした。でも何度来てもあきないし、ごはん

はおいしいです。コーンスープを食べました！おいしかったです。かきごおり食べま

した。まんぞく！                    （会沢 はるか 様） 

５０．２０１１ ７/２６ 今年２度目の大成荘。あいかわらずキレイですねっ！！ お

ふろに入りましたが、湯かげんも調度よくて今日一日のつかれがきれいさっぱりとれ

ました！！ そして、何と言っても「夕食」。ボリュームもあって１つ１つの食べ物の

味も絶品です！ デザートにはメロンアイスがでました！ これがまたおいしくて

(>_<)何個でもいけるっていうくらい本当においしかったです。この食事がおいしいか

らまた来たくなるんですよねー 明日の朝食バイキングが楽しみです。 ７/２７朝、

７：３０から朝食バイキングがありました。たまご焼き、からあげ、チーズフォンデ

ュ（パン）などのさまざまな料理がありました！！とてもおいしくて涙がでそうです

（笑） 大成荘さんは何度来てもあきません！！ これからもよろしくお願いします。 

５１．２０１１・８・１３ 風呂に入っていたら、突然の雷雨で停電してとてもびっくり

しました。食事もおいしくて、ゆっくりくつろげました。清里の駅前が若い頃に来た

時のおもかげがなく、さびれた感じになっていたのにはびっくりしました。名古屋か

ら来ました！料理がとてもおいしかったです。また来たいです。 

５２．８/１８乗鞍の日野山荘が閉館を迎え、日野市唯一の保養所・大成荘の状況

は･･･？！との気持ちもあり、夫と共に伺いました。何回か子供がまだ小さかった頃も

伺いましたが、食事の良さ、居心地は金額に比べてバツグンです。市民が気軽に休日

を楽しめる場所として末永く存続させるよう･･･。そんな気持ちでいっぱいです。掃除

も行き届いて有難いです。お世話に成りました。          （池田 様） 

５３．８月１０日です。なでしこ室です。１０～１１日にとまりました！１０日―たっき

ゅう×１ バドミントン×１ （自分の）ビーチボール×３をやったよ～。今日夜

８：４０頃に、フロントの大きい窓の外に「イタチ」がいました！ あと、夜１０：

１０頃、外（屋上）に出て星を見ました！ ☆きれい☆でしたん。 明日はすぐ帰っ
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ちゃうけど、たのしみますん。 

５４．大成荘♡へ ３回目の大成荘でしたが、いつもレベルＵＰ！していておどろきま

す！次回来たときもよろしくお願いしまーす。Ｓee Ｙou Agein! 

５５．２３．８．９日 娘夫婦に父母の日プレゼントで連れてきていただきました。あい

にく団体棟でしたが、いつも夫婦２人で暮らしていると、この幼児や子供の声が聞こ

えて賑やかなのもアットホームな感じがして楽しく過ごせました。まず、娘からここ

の食事が美味なことは聞いていましたが、本当に超一流のお料理で驚きました。そし

て、洗面所、トイレ等施設がすみずみまで掃除がゆきとどいていて清潔で嬉しく思い

ました。次回は私の友人達をぜひ連れて来たいと思いました。ありがとうございまし

た。  愛知県から ６８才 なお、スタッフの皆さんの笑顔がステキでした。 

５６．Ｈ２３・８月４日 今日、このホテルに来ました♪ ここにとまるのは････４～５

回目ぐらいかな？ 本当にここはおへやがきれいで、いいですネ！！でも子供用のゆ

かたがほしいですね。また来たいな～！！♡ 

５７．Ｈ２３・８月１５日 ここは冷房がなくても涼しいです！でも、朝は少し寒いか

な？それにハチの巣があるようです。そう言う所をもっとしっかりしてほしいです。 

５８．２０１１年８月１２日 清里の吐竜の滝は最高ッス！何か神秘的なものを感じまし

た。皆さんもいってみるといいですよ！（吐竜の滝までたどりつくのが大変デスケド

ネ(ToT)/~~~） あと、ソフトクリームがすごくおいしいです。（牧場がたくさんある

よ）特にバニラ！ジャージー牛のアイス最高。 

５９．８月１３日 今年で３年続いてくじが当りラッキーです。毎年お料理を楽しみにし

ていて、とてもおいしかったです。只、残念なのはお米（山梨のコシヒカリ）にねば

りがなく味が悪かったのが残念でした。これ以外は、いつも行き届いていて感謝して

います。又次の機会を楽しみにしています。           （Ｋ．Ｋ 様） 

６０．Ｈ２３．７．３１～８．１  今日はおばあちゃん、おじいちゃんと家族四人、七

人で行きました！！ すごく楽しいです！！でも残念なことに雨でした。ザァーザァ

ーぶり。また今度行くときは･･･、晴れててほしいです。 

６１．７・３１（日）やつがたけでたべた夜ごはんと朝ごはんがおいしかったです。ちょ

うどそのころおなかがすいてたから、たくさんたべました。 

６２．８月８日月曜日 きのうは白かばファミリーランドへいきました。ゴーカートとカ

ヌーと一番乗りたかった白鳥ボートにのりました。たのしかったです。そしてやつが
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たけのごはんがとてもおいしかったです。今日はこれからバターづくりにいきます。

たのしそうです。                   （まな 様 りな 様） 

６３．でわ★★ こんにちは です♥♥ 自然がいっぱーいあって、そのおかげかすずしい

ですね。東京は夏はすっごい暑いですが、八ヶ岳はけっこうすずしくてきもちーわ。

私は移動教室で大成荘でとまれなくて「少年自然の家」にとまりました。きれいだっ

たけど、やっぱ   が一番いいナ♪ 今日お昼ごはんはおそばの店「さと」で食べ

た！とろろそばサイコー。行ったら、ぜひ×２食べてみてね♡ でわでわ でした。 

６４．’２０１１ 『８月☆１５日』八ヶ岳  今日はひまわり畑と清泉寮でアイスを食

べました。 ひまわり畑では･･･何万ものひまわりがありました！ アイスは･･･いつ

もとちがう味かな～ぐらいです。でも、これを見た人にぜひおすすめします！！ 

６５．おみやげ屋のおすすめは、駅前（清里の）です。特に「くまのおみせ」行ってみて

くだーさい。 

６６．たいせいそう８/１７ たいせいそう、はじめていったから、すごいいってよかっ

たです。！！八ヶ岳サイコー！！何度いっても、あきね～      （清水 様） 

６７．２３．７．３１ 空気がうまい。味がある。ウグイスの声、眠気をそそる。緑がい

っぱい。ありがとう。 

６８．２０１１ ８／１（月）ここ、はじめてきたけど、いいところだなー。なんかおち

つかない。はじめてきたところって、なんかおちつかないんです。ごはんがウマイ。

広い。 

６９．８/２今日めいすいこうえんにいきました。川であそんだけど外がすずしかったの

で、川もさむかった。そりゃそうだよね。川がさむいので林をあるいたよ。カブトム

シをみつけたよ。 

７０．２０１１．８．１０～１２ 毎年来ています。いつも美味しい食事が本当に楽しみ

です。夕食は見た目にも美しく素晴らしいです。朝食はチーズフォンデュやかき氷が

楽しく大人も子どもも大満足です！スタッフの皆さんも親切で気持ち良く滞在できま

す。昼間は出掛けてプールやパターゴルフ、小海線に乗ったり楽しみましたが、夜も

展望スペースで星空を満喫。日野市でもこんなにきれいな星空は見れません！！心が

洗われます☆ 素敵な施設が格安で利用でき本当にありがたいです。家族みんな大成

荘が大好きです。今年もどうもありがとうございました！！！ 

７１．８．１３ すずしいね～。すごい雨。すごいカミナリ。ビックリ！ テレビが見ら
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れないよ～。（ていでんだし）「さんまのまんま」見たいよ～。ＡＫＢ出るのに･･･。お

なかすいたー。今日の夕飯はなんだろう。食べたいよ～。カミナリ、ウケル～（笑）

ケータイのテレビも見れないよ～。カミナリが花火の音に聞こえる～。おなかすいた 

ぐぅー。 

７２．７/２３ ベランダの外。けしきがきれいでした。 

７３．２０１１ ８/１ 日野市から来ました。どうもー。中一の女子です。私はアメリ

カ人と日本人のハーフです。大坂上中学校です。仲間がいたら声をかけてね～。毎年

来てるけど大成荘サイコー。 

７４．卓球と自転車をやりました！２つともすぐにあきて、すぐ終わりました。 

 


