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平成２４年５月～２４年８月 

         （順不同。用字については原文のままとします。） 

 

１． つりに行ってきたよ！！ 魚をやいた

ら黒こげで苦かったよ～。 

  ２． メシうまかったなぅ。 

３．6月16日土～日 今日は、６家族で大      

成荘に来ました。 ちょー楽しい！最初に来

てからバドミントンをやりました！ちょ～た

のしかったです。お風呂は入りました。すご

くきれいでした。 ご飯がすごくおいしかっ

たです！ 卓球もおもしろかったです。夜は

ぐっすりねむれました! 朝のバイキングもお

いしかったです。大成荘最～高～。 

４．7月23日 Hello, I am Prero, Monday in Yamanashi  

５．2012 5月31日 ２回目の大成荘にきました。おんせんきもちよかった～！ また

きま～す。 

６．2012 ７．２５（水） 八王子○高校調理部のM・Kです♡ 自転車で清泉寮へ行っ

てきました。かなり疲れましたが、楽しかったです。 

７．５/２１（月）日野第五小学校５の１ 部屋の中から見る夜景がとてもきれいでした。

キャンプファイヤーの時に見た星空も。きれ～い。 

８．５/３１ 日野第一小学校5年 二回目の八ヶ岳。あんまりかわらなかった。とすると

友だちがいたり、楽しかったり、いじめられなくなったこと。 

９．大成荘にお世話になるのは、これが3回目です。いつもありがとうございます！ 五

年生の時、移動教室に来てから、その思い出がわすれられず春休みにすどまりで 1 泊。

そして六年生になった今年の夏またこさせていただきました。（７/２４ 夢が丘小学

校H・K様） 
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１０．2012 ５/３０ こんにちは！！ 大成荘をせいふくなり（ウソ） おふろ最

高！！ ちなみにぼくは平小１のチャラオッス！！ ゆめは、ふじ森しんご（ウソ

(^_^)笑） これからも、大成荘のみなさんがんばってください。ぼくは八ヶ岳牧場で

アイスをつくりました。つくった時間は30分です。自分でつくったので、いつも食

べるアイスよりおいしかったです。アイスづくりは楽しかったです。 

１１．＜育成会のキャンプ＞ 希里香・葉月・美紅・愛美・りん・ゆあ・玲奈・美緒・北

見っち相馬 ★明日はハイキングなので、早くねま～す！ こわーい話は、意外とメ

ッチャこわかった～！ バーベキュー（肉がちょっと）は、からかったけど、ウィン

ナーはちょーオイシカッタ（希里香 様）  ★私は、今日こわいことに出会いまし

た。めっちゃこわ！それは「こわい話」デスッ！！  あとはバーベキューデスネ

ッ！！おいしかったで～す～～～♡♡ とくに、ウィンナーと…野菜～デスネ にがて

なものもあったなっ！！葉月デシタっっ！！  ☆ハロー！今日はきりかとかはづき

が書いていることも楽しかったけど…私は、花火がおもしろかった(# .̂̂ #) （でも、

少しこわかったけど）木ぐらいの所に行った花火もあったし、小さいのもあった。今

日はイロイロでメッチャ楽しかったゾ！ 

１２．～2012 ７．２８～ 2泊3日しました。キャンプで行きました。バーベQおい

しかったです。花火がうちあげられてドッカーン！！こわい話をしてもらい(T_T)で

した。 ハチの巣があるそうです。アブがはいってきました！！ 夜雨がつよくふっ

て、うるさくてねれなそうです。 今は、花火がたのしかったです。…と…が、けん

かをしました。 

１３．2012 7月28日～7月31日 2泊3日でとまりました。日野から電車と歩きでこ

こまできました。ついたらバーベキューをしました。おいしかったです。その後、花

火をした。後、こわいはなしをしました。あしたもたのしみです。 

１４．平成24年～2012 ７．２９～ 今はおべんとうをたべました。またこんど、きた

いです。 

１５．2012 8月1日 4人家族でいきました！ 朝はバイキングでとてもおいしかった

です(# .̂^#) 朝６：３０くらいに虫をつかまえに行きました！！ 日野ではあじわえ

ないことをたくさんしました。また今度行きたいで～す♥(^o^) 

１６．平成24年7月25日（水）中2女子 こんにちは☆ 私は日野市に住んでいる者で

す！ 今回初めてこの部屋になりました！今日はラッキーなことにお客さんが少なく
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て、ゆっくりできそうです！ついでに2部屋お借りしました。相変わらずきれいな部

屋です！！ 大成荘に泊まるのは、これで何回目か分からないほど利用させて頂いて

ます！ありがとうございます。いつも、私が楽しみにしているのは、ボリューム満点

＆美味しい夕食です！！ その季節の旬の食材を使った料理が楽しみです！今は夏な

ので何がメインになるんでしょう？！  そして、もう1つ私が好きなのは、「お風

呂」です！ 広々していて湯加減も調度よく、とても気持ちいいです。 本当に大成

荘が大好きです。 また、この先泊まりに来る事があると思うのでその時はよろしく

お願いします。ｂｙ mai  I♥大成荘 

１７．５．２９（火） うしさんのちち、やわらかいよぉ。 バターおいしかったでしゅ。

バアファローじゃん。本当に楽しかった！ 

１８．５/２９（火） 今日、牧場にいきました～。 

１９．２４・７．２３（月）晴れ １５：００チェックイン。 早くお風呂に入りたい。 

早くも足が痛い…。 電車に乗ったよ。速かったよ。 チップスター旨辛しょうゆを

まき散らしたよ。 立入禁止でも耳にさわっちゃうよ。なぜか２人分の荷物を持った

よ。 

２０．今日牧場で馬にのった。すごくゆれた。 

２１．平成２４年 ８．１（水） 今日牧場に行った。ソフトクリームがと～～ってもう

まかった！ 乗馬体験をした。馬のメグに乗った。けっこう楽しかった。馬のメグが

おとなしくてよかった。 

２２．２４．８．２（木） 今日、プールに行った。楽しかった。 野辺山天文台に行っ

た。デカかった。 サンメドウズに行った。リフトに乗った。 

２３．５/２２（火） こんにちは～。 今日はほうとう作り、ハイキングをしました！ 

お風呂の後にUNOをやって、上がったからひまで書いていま～す(̂ o^) カレーもお

いしいです。 

２４．HAPPYでドナルドに会いたくなった。ハイキングはつかれて今はこんなかんじ。

明日はつりだ。た～のしみ～！ 

２５．６/９ わたしはぼくじょうでこうさぎをだっこしながら、にんじんをあげました。

くろ、しろ、ちゃいろの色の子うさぎがいました。また行きたいです。 

２６．わたしは、たいけんこーぼーでフラワーアレンジメントでケーキをつくりました。

さいしょはじみにできちゃったけどできあがったらじょうずにできたのでうれしかっ
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たです。 

２７．おそばやさんにいったよ。おそばがおいしかったんだ。でも、おそばやさんなのに、

まぐろのどんぶりがあったんだ。そのとき、とてもびっくりしちゃった。食べたらお

いしかった。またいこう。 

２８．７/４ パノラマリゾート（牛丼） 今日はパノラマリゾートでお昼ごはんで牛丼を

食べました。２はいおかわりしておいしかったです。とてもまんぞくでした。 

２９．７/２３－２５ 山、つかれた。BBQ超楽しかった。  ほうとうおいしかった！

乳しぼりサイコー♡  お風呂がきもちよかった☆  ごはんがおいしかった  ソ

フトクリームうまい！酒サイコー（笑）楽しい夏休みになりました♪  大成荘サイ

コー！！♡♡ 

３０．２回目の大成荘！！ １日目の７月２７日、大成荘に来る前に清里でパターゴルフ

したよォ～(^o^) あと少しでおわるというところで、雨が降ってきたよォ～(-_-;) だ

けれど、そこでうどん＆そばを食べていたら雨がやんだのでまたまたスタート！  

３時ごろ、大成荘到着！！ つかれていたので、みんなでZZZ… そのあと卓球やっ

て楽しんであせをかいたので、サイコ→のお風呂へ（たまたまかしきりで、とっても

きもちよかったぁ♥） そのあと夜ご飯、豚トロメチャメチャおいピィ～～)̂ o^( な

すも大きくて、おいしかったよォ(̂ o^) 大成荘は、遊べる、おいしいご飯、メチャメ

チャ楽しい。 

３１．2012 ７．２８ BBQ がおもしろかった。BBQ があったけど、肉がきらいだから、

やさいしかたべなかったー！！ 

３２．大成荘では三日間すごす。大成荘にくまでの、電車からの景色がきれいだった。今

日はあまり楽しめなかったので、明日は楽しめるだろう。 

３３．２０１２！ ～大成荘～ 今日、大成荘へ来ましたー！ めっちゃキレイーー！ 

今日、大成荘へ来た理由は移動教室でした！！ 今日来たのは4回目くらいで、いつ

も来るとワクワクするのです。今日は友達もいるので、前よりもドキドキします！！ 

いーつも美味しい食事をありがとうございます！ きもちいい温泉（おふろ）に入ら

せてもらって、とてもうれしいです！ また来年も来たいな～～と、思います！ ど

うもっ！そら豆でしたー！～さようなら～ 

３４．２０１２！ ボク、豆です… でもですね、ボクほんにんじゃないんです。大成荘

ヤバババイ！！きれい！友達とおさんぽにまいりました。 こんにちは！ボクキノコ
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です。でも本当の名前は秋本真来奈（まきな）で～す。 今日は移動教室です。おな

かいっぱい。今からお風呂に入りま～す。イヤーはずかしい(>_<) さっき、豆さんと

おさんぽにいったよ☆ 実は豆さんが大親友なんですよ♡ あと、かとうぺいさんの

ことがだいすきなんです～♡  まあそんなことは置いといて…、前ページのそら豆

くんとも大親友でござるぞよ♡  

３５．大成荘のいいところ 私は「なでしこ」というへやに移動教室にきました～ん♡  

３６．2012年6月16日 今日は保育園の家族6かぞくで来ました！ 毎年、大成荘には

来ています！ すごくきれいで、きてすぐにたっきゅうやバドミントンをしました。 

ごはんがすごくおいしかったです。また来年も来ると思います。バドミントン、卓球

楽しかったです！ありがとうございました。 

３７．2012 ７．２５ 去年に引き続いて今年も「なでしこ」に宿泊。寮の仲間と一緒に

八ヶ岳に登ってきました。天気が曇りだったので登りやすかったです。山に登る方は、

熱中症に気をつけて下さい。 夜に窓を開けると、蛾が大量に入ってきて寝れません。

窓を開けないことをおすすめします。 最近のマイブームが心太だったのですが、朝

食で2食とも出ていたのですごくテンションがあがりました。 暑い夏に心太、なん

とも趣があって良いと思うので、とてもオススメです。みんなで八ヶ岳登りました。

登った後、すごく気持ち良くて楽しかったです！！これからチーズケーキファクトリ

ーに行って楽しんできます。また絶対きます。（山形はさくらんぼおいしいよ♡ 温泉

もあるよ♡大成荘の後にぜひ来てね。） 2年目の「なでしこ」。昨年よりも過ごしやす

い天候でした。BBQでは、大成荘の方々が親切丁寧にして下さり嬉しかったです。

ありがとうございました。ぜひ、BBQもやってみて下さい♡ 去年と同じメンバーで

「なでしこ」2泊3日！！ 登山中に雨降らずにケガ人もなく、よかったでーす♡ 朝

食バイキングのフォンデュ、おいしいのでおすすめですよ(̂ _^) 次登るときは、景色

がきれいに見える日だといーな！！（看護学生5人様） 

３８．2012 ７/３（月）家族4人で初めて大成荘にきました。日野はくもりでしたが、

しだいに晴れていきました。今日は日野から高速で飯田に行って、おばあちゃんに会

ってから岡谷へ行き、「かりん」「こりん」にあって遊んで大成荘に着きました。とて

も暑い一日でした。おふろも大きくて楽しかったです。朝ごはん、晩ごはん美味しか

ったです。家事をしないので、とてもラクチンでした。本当にありがとうございまし

た。七夕かざりをつけました。晴れるといいなぁ～☼ 
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３９．８/１～２ 202号室やまざくら 今回は5人で旅行に来ました！ 2日間いい天気

で良かったあ～☼ 時空館でとんぼ玉をつくりました。うまくできたかな～？ 

４０．2012年6月23日（土）103号室 今日は家族＋おじいちゃんとおばあちゃんと

22時頃大成荘に到着しました。小学5年生の時の移動教室で初めてここを利用し、

今回で2回目になります。ちなみに今私は大学4年生です。10年ぶり！！全然覚え

ていないんですが… とてもキレイな所ですね。八ヶ岳にはよく来てました。清泉寮

のソフトクリームは私もオススメです。あと萌木の村のメイフェアというお店にもよ

く行きます。明日は八ヶ岳倶楽部に行きまーす。 小学5年生の時は同室の子たちと

マクラ投げをしましたよー。日野第八小学校出身です。理科の先生の名字が大成先生

で「オオナリ荘」ってよく言っていた気がします。 ここは空気がキレイだなー。夜

は真っ暗だね。 

４１．2012．6.26  小学校の合宿の時以来で来ました。建物がとてもきれいになってい

てびっくり！！ たしか、食事は自分達で作ったような記憶が… 今回はとてもおい

しい食事が出て、またまたびっくりしました。久しぶりに来てシーズンではないから

かもしれませんが、街並みがちょっとさびしくなっていました。近いので、また利用

させていただきたいと思います。 

４２．２０１２ねん７がつ１５にち にちようび  家族で久しぶりにたいせいそうにこ

れてよかったです。 

４３．2012年7月15日日曜日 大成荘たのしかったヨ～。 ごはんおいしかった～ さ

いこ～ （9才Y・T 様） 

４４．H24・７月２４～ 大成荘は小学校以来だなあ～ なつかしい 卓球SAIKOH～ 

４５．H24 ７/２４（火） 大成荘には6月か5月ぐらいに移動教室で来ました。学校で

行ってない所などにいけたのでよかったでーす。 

４６．平成24年5月26日（土）カッコーの鳴き声を聞きに来ましたが、聴けませんでし

た。明日をきたいしたいと思います。来る途中、大ルリやウグイス、ヒタキ、山ドリ

の鳴き声が聴けました。また田植えを終えた水面に残雪の八ヶ岳が映り、シャッター

を切りました。素晴らしかったです。 また、絵手紙の葉書にボールペンで八ヶ岳を

スケッチしました。 清里の森、美しの森は四季を通して訪れていますが、それぞれ

の季節の美しさがあり訪れる度に感動致します。 今日は主人と二人でクラシックカ

ーで来ました。美しの森にピッタリ。大成荘にピッタリで、又シャッターを切りまし
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た。新緑の中で思わず深呼吸をしました。う～ん空気が美味しい。（三鷹市 飯田カ

ツ 様） 

４７．６・２３（土）東京都から来ました。（日野市） ハンバーグを食べました。おい

しかったです。 

４８．たいせいそうにいったら、ぼくはこうおもいました。夜はおこさまらんちをたべま

した。朝はばいきんぐでよかったです！！ 

４９．大成荘サイコー！！ ごはんおいしかったー。 

５０．H24.6.5 前回４/６、７、８は帰る日が素晴らしい天気になりました。今回は1泊

だけでしたので、どうなることやら、明日が楽しみです。食事はいつもおいしく、味、

ボリュームとも満足です。どの程度の方が利用しているのかわかりませんが、もっと

多くの市民の人に利用してもらいたいと思います。 

５１．H２４・６・８ 長野県（伊那市高遠町）に行く途中に寄らせてもらいましたが、

静かで東京の混雑から解放され満足じゃ！！（６９歳のおじいちゃん 様） 

５２．２４．６．２４ 丹波山村の「まいたけオーナー制度」で３年間で16,500円の

「舞たけ」は伏せこみ行った帰りに泊まりました。舞たけは毎年ダンボールいっぱい

取れます。（スゴイです。）大成荘は冬のサンメドウズのスキーに孫達と来ますが、6

月なんで初めて！！（明日はサンメドウズ近くの鳥の喫茶店へ行きます。）緑に囲ま

れ後半人生のリフレッシュが出来ました。☆６６才と７５才の若い夫婦です。☆人生

いろいろあるけど楽しく生きたいな！！ 

５３．２０１２・７・２６ （７・２４～７・２７） たてしなのロープウェイに乗ろう

と２９９メルヘン街道を走って、途中でジャリの山道に入ったら親子のシカが出てき

てビックリ！！バンビちゃんかわいかった。その後、もう一頭別のシカが飛び出して

来て、またビックリ！！シカ注意の看板は本当でした。ロープウェイも良かったです。

坪庭も幻想的で子供達も大満足でした。夜、星が見られなかったのが残念です。 

５４．小生この７/２２で満７８才。大分に字も忘れ文章も？ 平成２４年７月２９日（日）

快晴 涼しい風で気分爽快。久しぶりの清里。一緒に来た孫娘（高２）が生まれる以

前より約１８年前に娘家族と夫婦で。残念孫の一番年上、大学一年生の孫が都合で欠

席。特に大成荘の楽しみは夕食の御馳走。お品書きを記念のアルバムに。当年は一週

間前に日野市立病院でカテーテル手術を受け、大分に元気になり、今回の男の孫（中

１）を相手に近くの川での釣り指導とキャンプ生活を体験させた。以前より持ってい
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たキャンプ道具を揃えて娘二人で運転でPM３の到着。夕食前に孫と一緒にお風呂に

久し振りに背中を流して待ちに待った夕食。放送と同時に食堂に。お酒を伴においし

い御馳走。少し年寄りにはボリュームがあり、出されたものは全部おいしくいただけ

が昔の人の教え。少し食べ過ぎたが、部屋に戻り足のマッサージを娘がやさしく一時

間ほど。英国での開催のオリンピックを見て、韓国、中国、の台頭著しく、日本の奮

起をうながす。その内に夢の中！！  平成２４年７月３０日（日）快晴心地良い朝

を迎えた。娘二人の運転する２台の車に分かれ、A班は川釣りとキャンプを目的に、

小生（昔の若者）と中１の孫、運転手は次女と３名。B班は妻君（昔の女学生）と高

２、中１の孫、運転手は長女と４名。A班は前もって調べておいた大門川え。残念、

渓流下るも川中狭く、足場もやや悪く、キャンプには不向き、方向を変え川俣川の下

流域（上流は人口のマス釣り場え、プロのつり師は興味なし） 残念、途中まで行く

が大分に距離があり途中でユーターンして、大成荘のキャンプ場にて、カレーライス

作り、又、谷川に桃を冷やし、ホット一息。初めての試みで但し、キャンプ場及び炊

事場は設備も良くきれいに清掃され、指導者の御苦労がよく解かり、子供の素直さも

伝わって来ました。B班は例年の如く、この周辺の遊び所をまわり夕方に合流。今回

は大門川の渓谷の流域と途中でのキャベツ畑のある小さな農村風景と大森林風景を眺

めとても印象深く、こんな所にも大勢の人の生活があるのだと娘、孫と笑顔で語り合

い。楽しさ一日でした。又、今夕の食事を楽しみに大成荘へと戻りました。明日は又

酷暑の東京に戻ります。 

５５．2012 ６．３（日）ぜんぶたのしかった。またくるね♡ 

５６．２０１２/７/１４ 今日はいどうのひがきました。みんなとあそんだりしました。な

ので…みんなげんきであそんでたりしてたのをみていました。なので…１かいしかい

けなかったけどたのしかったです。たきゅうがじょうずになったのでうれしかったで

す。 

５７．２０１２年７月２３日（月） 家族５人で来る予定でしたが、学校の都合で３人で

来ました。（２人キャンセルしてすみません） お兄ちゃん２人が来れなくちょっと

さびしいです。そして、いつもとてもおいしい食事をありがとうございます。個人的

の話になりますが、私はお肉がにがてで… お魚となすのお椀おいしかったです。 

※コーヒー酒もめずらしい物でおいしかったです。また来ます。１泊ですが、お世話

になりました。ありがとうございます。最後になってしまいましたが、支配人さんス
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テキ。声が特によいです。 

５８．毎年来ていますが、とても楽しめるトコロですね！ いつも一パクしかしないから

…。 もっといたいけど、オフロ、とてもポカポカで、まったり♡ ごはんもとても

おいしく、とても最高なところです♡ ２０１２年７月２４日（火） 

５９．７月２６・２７日（木・金） と連泊させて頂きました。平日でしたが、夏休み＝

家族連れが多く（ウチもですが…） 食堂では楽しそうな声がとびかっていました。 

ここ大成荘は、まず受付から、あたたかな笑顔＆話し方から迎えられ、居心地の良い

部屋を含め最高の所です。 一番は何と言っても食事で夕食の豪華と言うか、まごこ

ろいっぱいの献立、朝食は、これもまた素晴らしく（豊富なバイキング）主人はここ

で一週間もすごしたら本当に健康になれそうだと話します。気持ちの良い休日を過ご

せ感謝しています。また来たくなる所ですね。ありがとうございました。 

６０．７/２２ いつもだんたいとうだけど、今日だけいっぱんとうにいけたよ。 オセロ、

たっきゅう、しょうぎ、バトミントン、トランプぜんぶやったよ。 またくるね。 

６１．７/２６ごはんがおいしかったです。 またきます。 たのしかったです。 

６２．２０１２年７月３１日火よう 大せいそうが、たのしかった！ 夜、テレビがかっ

てについてこわかった。キャー！！また、いっぱいとまりたいです。 たのしみ！ 

６３．２０１２年６/９（土） 家族で来ました！！ 今日はたっきゅうを３時間くらいや

った♡ すっごいたのしかったです！！！ ちー  それに夕食はおいしくって係り

の人もやさしかった。大成荘サイコーだよぉ～～ 今日は１日楽しかったです。ジュ

ースであたりました。また行きたいです。～～(̂ _^)（なっつ 様） 

６４．２４．７．２２ 以前にも利用させてもらった市民ですけど、１ツ希望があります。

ラジオの受信が良好になるように希望します。非常に大切で重要な事だと思いますの

で、ぜひ検討して下さい。 

６５．２４．７．２４ 車もなく遠出が出来ない私達に、旅館の方に本当に親切にしてい

ただいて、ありがたく思いました。 

６６．２８７８年１００月８０日 今日わたくしは大成荘についた。牛がいとしく、とて

もまるまるふとっていた。ぎゅう まる×２といえば、今年はやりの福ちゃんちゃん

とまなくん。ここでうたいます♪  そんなこんなでそろそろ人生がおわります。は

れるかな～♪ しゅわしゅわどぅわ  ０１年１月５日今日はいとこと家族でたいせ

いそうで来たよん♪ やっぱりどこのところよりも大成荘が一番だな♪テヘッ♥♥ 今
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日、朝から何かいわかんがあった。なにかがいない。まるくて、もわもわで、めがね

がついてて○○をかいかいしてるあいつがいない。みなさんごぞんじの「まっさる」 

６７．H２４６月２３日（土） 今回も来ました。大成荘！ いやー、たぶん今回で５０

回目ぐらい（以上）だと思います。そして今回は人数をふやして来ました。私の家族

４人と、父の兄とその家族です。いやー、不思議に何回来てもなぜか、ですネ♡（笑） 

さあ、今日は兄が「萌木の村」へ行きたいといいはるので、ビールの何かを見にいく

ついでに、よりました！ で、買ったのは酒のつまみ。 ふつう行ったらそこげんて

いの物とか買うんですけどう～ん。ビミョォーデス！！いや、でも、やっぱり、いつ

来ても見てもいいですネー。ごはんもおいしいし、空気もきれいだし…本当１０００

０回来てもあきないです！ 

６８．H24 ６月２４日（日） ども、２日目も元気にたっぷり朝ごはん食べてきました。

そして、ふとんまでたたんでもらって…。 もう！かんしゃ、かんげき！ デス！！ 

短いですけど、書く時間なかったので、ここでおーわーりーデス和 

６９．へいせい２４年７月１４日（土）手嶋 様 大成荘サイコー そこで… 今度来た

人へ 手嶋のちょうせんじょう この正方形の面積は？     １０ｃｍ シンプ

ルだけどムズカシイ問題だよ～ 答えはぼくがまた       ここにくるまで

ひ・み・つ 

７０．７月１５日（日）（くもり） 今回も来たよ！☆大成荘☆ 前の夏休みは家族と、

お母さんのいもうとと、きました！ 今日はハイジの村に行きました。とても楽しか

ったで～す。 そして、一番の楽しみはごはん（夕食）です。とてもおいしかったよ

～。このごはんがいつでも食べれたらいいな～。 明日の朝ごはんも楽しみです。あ

きない味ですね！  

７１．今日はうしをなでました。（まむた さや 様） アイスクリームをたべました。

メリーゴーランドにのりました♡ ねこさんのおみせにのりました♡ ケーキを食べま

した♡ きのしかさんをみました。 

７２．平成２４年７月２８日（土よう日） 今日、大成荘に行って一泊おとまりをしてき

ました。また、行きたいのですが、もっとあそびがふえているとたのしいです。 

７３．八ヶ岳 最高！ みはらしがすごくきれいでした！ おふろがきれいでした。 す

ごく 満足！ いい夏休みの思い出になりました。（松島 様） 

７４．2012.08．11-13 BIKINMAN 2泊3日、大人数でとてもおさわがせしました。 
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消灯時間などものばしていただき、ありがとうじゃたりないぐらい感謝しています。

ごはんもおいしかったです。あと、流星群をたくさん観測できました。本当にありが

とうございました。 Thanks to taiseiso（都立 日野高校 地学部 様） 

７５．8月10日 金曜日ですっ！！今日は、はじめて大成荘にとまりました。あっ！！

おねえちゃんはきたことあるみたいだけど… 今日は「たきざわ牧場にいきました。

牛のちちしぼりをしたあと、しぼりたての牛乳でアイスをつくりました。すっっっご

いおいしかったよー！みんなもぜひ行ってみて下さいなッ。 大成荘にきて一番最初

に思ったことはー、建物がきれいだなぁーって思いました。 卓球がたのしかっ

た！！はじめてやったから、下手だけど…。 バドミントンもたのしかった♪♪ お

ふろはきもちよかったよー(# .̂̂ #) 天候が悪くてなんもみえなかったわー じゃッ 

またねー。 

７６．８/１９～２１ かわにいきました。めしもりやまにいった。ぼくじょうにいった。

おかしこうじょうにいった。とんぼつかまえた。おかあさんのだいすきなとこ。 

７７．★８/１０～１２ GW以来。また来ました。かぶと虫がかわいかったです。見てい

てあきません。 鳥の声がきもちよかったです。 また来ます。  

７８．大成荘に来ました。たっきゅうやバトミントン楽しかったです。まきばぼく場にも

いきました。チョコちゃんはあいかわらずくいしんぼうです。シャトレーゼはしまっ

てたけど…。おかしやさんにもいきました。ちょっと水あそびもしました！！ たの

しかったぁ！！ できればまた来たいです。ありがとう！！ 

７９．2012年8月8・9日 自分は大成荘へ来るのは二度目になる。初めて行ったのは小

学校五年生の移動教室の時。その時一番印象に残ったのは、建物がとてもきれいだっ

たこと。それと食事もおいしかったから、また来た。今回も昔と変わらずきれいで食

事もおいしかった。また来れる機会があったら行きたい。（ｂｙ N.N 様） 

８０．8 月 16 日（木） 今日わ、車でくつ屋さんを探しまくった。けっきょくなかった。

ちょーつかれた。 あー暇。  おはよー。早く帰りたーい。 今、おねーちゃんと、

しょうぎNOW。 

８１．8月18日土 よっしゃ。二泊！…て言ってもなんかしょぼいとこだヌアー。 じ

つはぼくマンガ書いてんすけど、4コマでんなかんじ。レストランにて…。     

８２．8月21日（火） はれ うまにのったよ。たのしかったよ。あのね。これたかい

うまだったの。たかいって、おかねじゃないからね。のるとき、あしのところがたか
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いところにあったのね。でも、おねえさんがいたからね。そして、１しゅうだけまわ

ったの。とてもたのしかったから、こんどもう１かいのりたいね。 

８３．2012.8．6（6～7日） バドミントン＆卓球をたくさんやりました！ 楽しかった

です。！！ごはんうます(#^.̂ #) サイコ↗  

８４．12.8．11 晴れ/雨 私は日野第二小学校の6年生です！ 今日は、尾白キャンプ場

の滝に行ってきました。水がとてつもな～くすきとおっていて、本当に綺麗で驚天動

地しました！山登りは疲れるけれど、とってもオススメです。 

８５．2012．7.28～30 2泊3日！！  

８６．2012.8．11～13 2日目爆弾（巨大な）を落とされてしまいました。 4人でより

そって寝て楽しかったです。（4人で3枚のおふとんで寝ました。） ごはんがおいし

くて、ほっぺた落としそうになりました。 スタッフの皆さんがやさしい笑顔をして

いて心がほわほわしました。癒しをありがとうございます。（高1女子 様） 

８７．2012 8/21~22 1泊2日！！ 今日は、大成荘7回目です。5年ぶりです！！ 

お風呂も食事も大好きです♡ すごーくリラックスできました。また、近いうちに来

たいです♪ 明日帰りたくないっっ。 スタッフの方々はとても感じが良くてうれし

かったです。 

８８．2012.8．21（火） 5年ぶりの大成荘！！ 末息子が５才５ヶ月になった今、上の

子どもたちは、大学、高校、中学生になりました。もうなかなか家族全員で旅行する

ことは難しく、今日も大学の息子は来られませんでした。…と言うより、もう飽きる

程清里に来ているのでつまらないらしい。５才の息子は、前回泊まったのは赤ちゃん

だったので、全く憶えていないようです（笑…あたりまえか） やっぱり私は海より

山がいい！清里大好き！ 大成荘大好き！！  いつか、大成荘で働きたいと思った

こともある程好きです。 今日フロントで受付して下さった方は、窓越しからあいさ

つ（敬礼）して下さり、とても素敵な笑顔にすごく嬉しい気持ちになりました。あり

がとうございました。夕食と朝食のバイキングが楽しみで～す。 

８９．８月２２日（水） 昨日、滝沢牧場の中でトートバッグや、背中にななめにかける

バッグ（おばさんなので名前がわからない）が、安く売っていて、２０００円近くす

る豊天商店の帆布のトートバッグが２００円で売っていました。思わず３つも買って

しまい、すごくお得な気分になり、清里に来た良い記念になりました。 昨夜は雲が

邪魔をして星が見えずに残念でした。が、ふだんはできない卓球やバドミントンを皆
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でゲラゲラ笑いながら…、この子はこんなにうまかったんだ～。この子は以外と出来

ないな～、などと思いながら楽しいひとときを過ごすことができました。夕食、バイ

キング、とても美味しかったです。スタッフの皆様の温かいおもてなしと、BGMで

流れるオルゴールが非常に心地良かったです。１泊２日お世話になりました。ありが

とうございました。I Love  大成荘♡♡ 2012.08.22 

９０．大成荘楽しかった！！ ・部屋◎・お風呂◎・ごはん◎ 多目的室で卓球できるの

がよかったです。 土曜日、まきば公園に行きました。やぎ、ひつじ、うさぎ、うま

がいました。一番かわいかったのはなぜか馬！？でした。（自分でもびっくりです） 

こんど（来年）学校でココ（八ヶ岳）に来る予定です。 

９１．また、来年くるよ。 

９２．2012 8/17 今日は楽しい楽しいキャンプ。みなさんエンジョイですよー。 

９３．～2012．8.17木～ 今日は家族3人で大成荘に来ました。楽しく宿泊させていた

だいてます。でも！今日は雨だったので残念です。 毎年来ているのですが、毎年雨

が降ります…。だれか雨男、雨女がいるのでしょうか？ みなさんにはそのような思

いをしてほしくないので、ちゃんと私が願っておきます。それでは皆さん楽しく過ご

してくださいね。 

９４．8月18日土 今日、南平から家族4人でやって来ました！！ 大成荘は何回も家

族で来ていて大好き♡です。 1泊2日で大成荘に来ました。途中で道の駅によって野

菜をたくさん買いました。あと、スイカも買いました。たくさん歩いて足がつかれま

した。多目的ホール！？で卓球＆バドミントンをしました！！ 汗かいた～！！ あ

と、お風呂に入ったらのぼせたー。 明日はお土産を買います♡♡ スキーしたい。

（ｂｙ 高1 女 様） 

９５．2012.8．20 どーしよ…あっ！ なんもないや… 帰ってきてから又かくよっ！ 

９６．2012年8月7日 北島 渚とシュート  ぼく達は抽選であたって大成荘に来ま

した。ぼくは、大成荘が2回目です。大成荘に来るといつもきれいで気持ちがいいで

す。また来たいです。 

９７．2012年8月13日（月） 雨だった(;_;  私は大成荘に来たのは2回目です。今

日はブログネタが少ない様に思えた1日でした。 

９８．８/１４（火）富士見高原でパラグライダーを体験しました。少々コツはいりました

が、先生の指導のもと、無事２～３０ｍほど飛ぶことが出来ました。飛んでいる間は
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無我夢中で恐怖心は一切なく少し高い所から見た景色は素晴らしいの一言でした。た

だ、飛んだあとパラグライダーをかついで登る際は気温１９℃にもかかわらず汗だく

になっていましたが、そんなことは吹き飛んでしまう位素晴らしい体験させて頂きま

した。おすすめです！ 

９９．こんにちは！！ みなさんはDream５というグループを知っていますか？もしよ

かったら調べてみて下さい！！ 今日も大成荘ありがとう！またこれからもよろしく

ね！ （あやね 様） 

100．８/１６～１８ ぼくはいつも冬に来ているのだ。でも、今日は夏なのだ。初めてき

た所はベルガという所なのだ。そこで水遊びをしたのだ。いっぱいみずにかかったの

だ。そのつぎひまわり畑にいったのだ。きれいなひまわりをみつけたのだ。大成荘で

卓球をやるのだ。がんばってやるのだ。 

101．8月12日 たのしかったでーす。きょうわともだちときましたよ。また来ます！！ 

102．８/８～１０ 初任者研修でお世話になりました。宿の方たちもとても親切で、ご飯

もおいしく、自然に囲まれた中で充実した研修をおくることができました。常に時間

に追われている毎日を送っていましたが、ここは時間を忘れ、のんびりできました。

また機会がありましたら、よろしくお願い致します。3日間ありがとうございました。

（日野市初任者一同 様） 

103． 2012.8．21～23 久しぶりに大成荘に来ましたよ。今、話題の「なでしこ」

JAPANのお部屋ですねん☆ 昨日の夜は星がすごく見えました！ 流れ星がたくさ

ん流れててお願いをする暇がなかった。すごく寒かったのでキレイでした☆ 仕事が

忙しいけど、また来まーすー♡ 

104．８/３（日） ２０４号室 かえで こんにちは。高2です。男です。卓球部です。

何となく先のことを考えてみたり、ソフトバンクの電波のわるさに文句を言ってみた

り…そんなお年頃です。 今回の旅行ではサントリー登美の丘ワイナリーに行ってき

ました。ブドウ畑見学ツアーで見れる展望台からの景色はすごかったー。広がるブド

ウ畑、連なる山々、青い空、そして甲府盆地…。眼前に広がる緑と青のコントラスト

には息を飲みます。（コントラストって何て意味でしょうか？）行ってみてはいかが

でしょうか。さて大成荘に着きました。早速、同い年で卓球部であるいとこをつれて

多目的室へ。まず、バドミントンしました。しかし、2 人ともヘタクソでした。まあ、

ラケットが違うからなと、2人して言い訳しました。 次に卓球しました。小学生に
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つえーと言われました。しかしつえーと言われたのは、いとこの方でした。悲しくな

りました。だから寝ます。おやすみ～ 

105．８/１３ コードネーム ヴァーンパウイアより かえで部屋に家族で1パク。父、

母、姉、そして自分。こうもり穴は最高。すずしいし、（つか、寒い！上着必）。ただ、

こうもりは、どこにもいない。（泣）夜行性だからいないのか～。今日はペルセウス

座流星群は明日までだけど、こんなにみえそうな場所は、ここぐらい？しかし、残念

ながら、雨っぽい。ああ～、神よ！りゅうよ！夜だけ晴れにして～！明日はまた車か

～！車のにおいいやだー！！どうせならあさってまでいたいよ～！！つか、扇風機い

らなくね？  

106．8月18日（土） 疲れた。カメ虫、トイレに出たらいやだな～～。ソフトクリーム

おいしかった。あやたかおいしい。 

107．８/９ 2012 3日間ありがとうございました。すごく楽しい3日間だったし、すご

くおいしい食事でした。この、3日間おいしい食事を作ってくださってありがとうご

ざいました。  料理おいしかったです。またここに来たいです。3日間ありがとう

ございました。  スタッフさんみんな親切であったかでした。また、逢う季節に来

てみたいです。 

108．今回の大成荘ではクラスメートの友達と来る日が同じでびっくり！ それに今日は

初めて行った白駒池でゆったり…。湖の音をききながらのうどん（お昼ごはん）ダゼ

ェ～～。 夕飯楽しみ～。朝はんたのしみ～～。 やっぱ色々な所にとまっても、大

成荘が一番っすぅぅぅ。おふろ気持ち良す♡ 

109．８/１０（金） 今日の朝ごはんもサイコー♪ かきゴオリもたべて、弟はベロが赤

に、私は青になりました。 今日はまた遊びに行ったらなんと大成荘にもう1泊する

のです。もうサイコーすぎる～～。 今回は弟がまた「ぼうそう」しないといいので

すけれど… 信州の野沢菜プリッツをたべた。メッチャうまかった。それに、私が本

当に小さいころ行った、「ピラタスロープウェー」に行って来ました。（もちろん私は

途中まで、この記憶はなくとちゅうまでいってからやっと気づきました☆） 山頂か

らのけしきがとてもきれいで、おどろいていました！（私と弟） 弟がとちゅうで

「やっほー」とさけんだら、（やっほー！）と、はねかえってきました。私と母と父

もやり、3人とも（やっほー！）が、かえってきました。 今日のお風呂も気持ち良

かったです！ もうサイコー～～♪♪ 
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110．今日は入笠山の山頂まで行って来ました！山頂までの岩場がものすごくつらかった

デース。でも、登りきった後の達成感はわすれられません。でも、すごく楽しかった

です。大成荘すごく面白くて気絶しそう。大好き♡ 

111．今日、かえるのがいやだなァ～～。♥ずっと大成荘でくらしたい…。メッチャおもし

ろい4日間でした。もうサイコー(̂ _^) 大好きなので又すぐに来ます。 

112．8月11日～12日 大成荘に来て、はじめはどんなところだろうと思いました。2階

へあがってみると、図書室があったり、卓球をするところがあったりして、すごいな

ーと思いました。図書室の本は本の数も豊富で、いろんな本を読むことが出来ました。

卓球は、夜と朝の2回しました。そのおかげで卓球すこしじょうたつしたいと思いま

す。大成荘さんのおかげかな～～。働いている人もニコニコでとくにごはんなんてさ

いこ～。思ったより料理がおおくて、どれもすごくおいし～～！ 最後のデザートわ

らびもちおいしすぎー。もう夜ご飯だけで雲の上にのったようにしあわせでした。あ

と、おんせん、すごくあつかったけどブクブクすごくおもしろかった。なれてくると

しあわせー♪ そのおかげで、体がかるくなり1回入って出た後、もう1回入っちゃ

いました。でも、天体望遠鏡見れなかったのがざんねん。でも、のぼるかいだんのと

ころ、すごくきれいでした。大成荘さんにかんしゃです！また、大成荘さんに行きた

いです。その時はよろしくおねがいします。ありがとうございました。 

113．８/１３（月）がらすこうぼうじくうかんにいったよっ！とーってもむずかしかった

ー。おとうさんもやってた。いってよかったー。あしたはどこにいくのかな？ありが

とうございます。（増田 様） 

114．８/１４（火） 天気が悪くどこへ行こうか迷いましたが、午前はオルゴール博物館

と木工体験へ行きました。天気が良くないことが分かっていれば昨日のガラス工房、

時空間は1作品に２～３時間くらいかかるので、こちらへ行ったらよいと思います。

オルゴール博物館に 1 時間くらい 木工体験は 1 時間弱 午後は清里丘へ行きました。

幸い天気も良くなり、いっぱい遊べました。テニスコート（1時間）要前日までの予

約。パターゴルフ2時間くらい。 その後清里ポニー牧場へ行きました。ポニー乗馬

20-30分 夜には大成荘での「おはなし会」子どもたちも、とても喜んでいました。

ありがとうございました。（増田 様） 

115．2012.8．7(火) 初めて来たときはこのへやがせまいとかんじました。でも、おふろ

に入ると、とてもきもちよかった（あつかったけど）。ボディシャンプーはいいにお
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いだった♡ 神戸から来たけど、ここはいろんなものがあっていいな～と、思った。

けっこうごはんのこしちゃったけど、ごはんおいしかった。ごはんをたべおわったあ

とに卓球をした。けっこうできました。1 日全部楽しかったです。 2012.8．18（水）

今日のごはん（バイキング）おいしかったです。すきな物がたくさんありました。食

べ終わった後に卓球をしました。昨日よりもできなかった。またいつかきます！楽し

かったよ。 

116．2012年8月8日（水）1日目 今日はやまにのぼってまきば公園でソフトクリーム

を食べて大成荘に来ました。大成荘に来るのは6回目か7回目くらいです。私は5年

生で八ヶ岳移動教室に行きました。一番残念なことは、8月8日～10日までほかの先

生たちが研修に来ていたので、卓球ができなくなりました。すごく残念です。やりた

かったのに～。でも、明日は花火をするので楽しみです。おふろはママといっしょに

入りました。かしきりでした。おゆのおんどがいいので、ゆっくりあたたまれました。

おみやげの所はかわいいストラップや、輪ゴムをかける物などを売っていて、私はテ

ルテル坊主の赤が気に入りました！！わたしは朝のバイキングがとてもたのしみです。

八ヶ岳移動教室の時はカレーバイキングでした。朝のバイキングはソーセージとかパ

ンとかフルーツなどがあり、とってもおいしかったです。今回の夜のごはんはどんな

ごはんなのでしょうか？それでは、いってきまーす！！ ただいまーと、戻って来ま

した。おなかがもうパンパンです！！コーヒーゼリーと天ぷらとたまごとはものごは

んとか、とってもおいしかったです！！もちろんマグロとイカのおさしみもありまし

た！！明日はパターゴルフとどこかを散歩します！！あと、花火もします。ではおや

すみなさい。 2日目おはようございます。朝はさむいですが、空気が気持ち良いで

す！今日のバイキングは何があるのでしょうか？なんかおなかが空いてきたな～。で

も、まだとけいをみたら6時でした。バイキングが食べられるのは7時半からなので

のんびりしています！！おなかいっぱ～い！！すごい量でした。チーズフォンデュも

フルーツもハムもにものもたっくさ～ん食べました！！次はパターゴルフに家族3人

で行って来まーす。 疲れた～！！パターゴルフはさいこうでした。コースが3種類

あって、さそりざ、おとめざ、ふたござの3コースがあります。わたしたちはおとめ

ざと、ふたござをやりました。さかとか、くだりとか、コースの中にあったのでラフ

かげんとかが、すごくむずかしかったです。私たちがパターゴルフをやった所は八ヶ

岳自然文化園でやりました。パターゴルフが終わった後、少し休憩をしてアスレチッ
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クが出来る所に行きました。ターザンロープとかしました。ここはすごくオススメ出

来る所です。次に行ったところは清泉寮に行って3人でホットドックを食べました。

ホットドッグのウィンナーはけっこう長かったです。お散歩もしました！！なぜか、

ももがうってありました！！さて、今日の夜ご飯はなんでしょう？おなかいっぱーい。

今日はやはりおさしみと、豚トロのお肉もありました。もう、なにも食べれません。

次はお友達と花火をします。たのしみです。ではいってきまーす。 ハアー。なんか

花火をするだけだったんですが、屋上にみんなで行って、たくさんあそんでしましま

した。もう、ねたいです。では、おやすみなさい。わたしたちは朝ごはんを食べたら

違う友達と待ち合わせをしてキャンプに行きます。おやすみなさい。また、大成荘に

いきたいな！！ 

117．H24.8.11～12 お友達大勢から進められとうとうやって来ました！前評判通り…で

した。環境も静かで森にかこまれ最高です。時間があればサイクリング…。そぞろ歩

き等いろいろしたいと思いました。次回は是非実行したいと思います。卓球にまごと

興奮し、図書室で本を読んでやり、充実した1泊でした。 スタッフさんの皆さんの

心くばりにお礼申し上げます。また、よろしくお願いいたします。（みずしま 様） 

 

 

  

 

 


