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平成２４年８月～２４年１１月 

         （順不同。用字については原文のままとします。） 

 

1. H24 ８/２９（水）～３１（金） １日目 

大成荘、久しぶりにやって来ました！！ ずっと、

さけんでいて、アゴがはずれかけました。でも、す

っ～ごい楽しかったです。 ２日目 北八ヶ岳ロー

プウェイに行きました。山はロープウェイから見た

ら、すごくきれいでした。北八ヶ岳ロープウェイに

ついたら、雨が降って来たので、私は山が見えるか

なと思いました。でも、晴れました。山を見たら感

動しました。 ３日目 家に帰ります。料理がすごくおいしかったです。ご飯の量は多

かったけど、全部食べれました。温泉も気持ち良かったです！！ 楽しい夏休みでした。

お世話になりました。ありがとうございました。また、大成荘に来ます。 

2. ２０１２－８/２３ ひさしぶりの団体棟です。行けないかと思ったけど来れて良かっ

たです。これから遊ぶので楽しみです！！ 

3. 大成荘 とてもたのしい～イエーイ １日目 ４：００に大成荘到着！今日で３回目。

一番楽しみなのは卓球！二番目はバドミントン！ 夜はぐっすり眠られませんでした。

だけど、とても大成荘は楽しい！ ２日目 ６：００に起きてロビーに行き、チョコ

パズルをやり、とてもむずかしかったです。７：００頃には卓球をやりました。チョ

ー楽しい！お母にも勝ちました！他の人にも「上手だね」と、言ってくれました。す

ごくうれしいです。あと、滝沢牧場にも行き、ちちしぼりをしました。おそばやさん

も行きました。チョーおいしかったです。スキー場にも行きました。バドミントンも

楽しい。大成荘にある遊びはとても楽しいです。いよいよ明日は帰る日。とてもお世

話になりました。ぐっすりねれました。 ３日目 後の日。２日間お世話になりま

した。 
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4. 大成荘 ～高～。 

5. ８月２９日 私は２８日～１泊２日で泊まっています。お風呂がとっても気持ちいで

す。近くに清泉りょうという所があります。ソフトクリームがとてもおいしいです。

ぜひ、いってみて下さ～い！ 

6. ９月１４日 時に何家族で、時に子供のママ友と（もう、子抜きで来られるようにな

りました。）何度か利用させて頂いてます。もう、子供はついてこなくなりました。 

初に清里に宿った時は府中市民でしたので、お向いの府中山荘でした。自炊もした

ことありますし…。あの当時はお金がなかったから、節約してスキーにきました。

（リフト券家族分、イタかったです。）今日は初めて長坂の IC利用したので、道沿い

のお店や風景が新鮮でした。お薦めは子供達や子供家族と楽しんだハイキング。飯盛

山で、レトルトのカレーを食べたり、川俣渓谷―清泉寮の奥から入っていきました― 

一泊ではもったいない。時には二泊すると、中日がめ一杯時間が使えるので、次に来

る時はご検討下さい。 部屋が広くて気持ちが良いです。ウサギ小屋に住んでいる私

達としてはTVがないと、夜が永いです。静かです。星空を見たかったのですが、あ

いにく雨が降ってきてしまい残念でした。又次回へ…宿題です。道すがら、ソバの白

い花がとてもきれいでしたよ。以上 朝、早起きしてまきば公園に行きました。秋雲

をかぶった富士山。人気のない朝の牧場はすがすがしい。思わず、「牧場の朝」を、

口づさみたくなるさわやかさでした。これも、元気のある方にお薦めです。 

7. １０/６（土） 今日の夜ご飯、とてもおいしかったです！！とくに美味しかったのが

スープです。スープのいい所は、なめらかだった所！あしたの朝のバイキングが楽し

みです！ やっぱ大成荘って楽しいなぁ…。ゴハンはおいしいし、お部屋はきれいだ

し…。あとテラスから見るけしきいいなぁ。ごはんおいしいわりにやすいし！！ 

8. 2012 年 １０/７土曜日 わたしは、東京から来ました。大きなりょこうをするのは、

今年ここをいれて4回目です。ほかのページの人たちは３人位できてますけど、わた

したちは全員で１０人！ ３家族、だんたいできてます。今日楽しかったのはピアノ

でーす。少しだけどひけたのでうれしかったゾ！ 明日はいとことバドミントン。１

０人全員で山登りをします。とっても楽しみ！ だけどみなさんはもう８日はすぎて

ますよね。山登り、とちゅうでつかれるかな？ちょっとしんぱい。でも、おばあちゃ

んはぜったいにのぼれる！と、いってるのでだいじょうぶでしょう。 この文を読ん

だ人が、この「リレーたび日記」かいてくれるのがたのしみです。では、さような
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ら！  すいません。わすれてました。わたしは小学３年です。これをかけてうれし

い！今日はよく7ねそう！ たっ球やピアノなどもできるから、やってみて下さい。 

9. 私は初めて大成荘に来ました。４年生です。来年、５年生になると大成荘に来るので、

今度来る時は２回目になります。今日は「５年生になってから来る時のための、くん

れんみたいなものかな」と、思います。初めてきたのですが、たぶん今まで旅行に行

った中で一番きれいかもしれません。おへやもきれいにしてあったので、いごこちが

いいです。外（ベランダ）にも出られるので、外のしんせんな空気がすえてうれしい

です。日野市から来たんだけど、ここ（大成荘）に来ると、日野市とはちがい、温度

が少しひくくて、すごしやすいです。夜にはバーベキューをしました。家からもって

きたやさいや、やきそば、とうもろこしを自分でやいて食べれたことはうれしかった

です。家で、バーベキューはできないので、大成荘でバーベキューができるのは幸せ

です。ありがとうございます。 １日目は終わり、２日目家に帰るという、１ぱく２

かのあっというまの日でしたが、私はとてもまんぞくできています。どうもありがと

うございました。 ちなみに私は、日野第四小学校の４年生です。 

10. ２０１２．１０．６（土） 今年３回目の大成荘。いつ来てものんびりしちゃいます。

正直、日帰りコースの清里ですが、ゆっくりしたいと思うときには、ここに泊まるこ

とにしています。いつもは友達と来てワイワイ過ごしますが、今日は大人になった子

供と、家族だけで来ました。小学校の林間学校？の時以来の子供は、なつかし～～と、

言ってます。年内もう一度きたいのですが、紅葉はおわってしまうのだろうなあ…。

まあ、何もしないでのんびりするのもいいので、次回も楽しみに、いえ、まずは今日

これからの夕飯を楽しみにしばしお昼寝…（いえもう夕方です） 

11. １０月６日～７日１宿 毎年来て、だんたいとうにとまっていますが、今日は一般と

うにとまりました。（みずなら） テレビを見たり、あそんだり、楽しかったです。

犬をかっているんですが、今日は１宿なので家でおるす番です。たいせいそうは毎年

来ているんですが、やっぱりスゴイですね。わたしはいまは、三年でーす。５年生で

来るかもしれませーん。でもその間にまた来まーす。ごはんもおいしかったでーす。

来る時はじゅうたいにはまってごはん食べれるかなーと、思っていましたが、間に合

いました。きょうは１宿２日という少ない時間ですが、とても楽しかったです。やい

せいそうサイコー。（田村４人 様） 

12. １０/７ やまざくら（２０２号室） 今日は大成荘に来る前に、道の駅によりました。
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道の駅は、いろんな山梨のいろいろな野菜が売っているので、とてもオススメです！

具体的には、キノコ類や、野菜類、その他いろいろです。お土産コーナーもあり、と

ても良い場所です。」ぜひ、」じかんがあったら寄ってみて下さい。 

13.  明日のバイキングすごく楽しみです！ 毎年おいしい料理が出るので今年も楽しみ

です。大成荘を出た後は、清泉寮へ行って、毎年食べてるソフトクリームを食べま

す！そこには足湯があって、とーってもきもちいんです！（食べながら入るのは良い

かはわかりませんが）わたしは、ものすごくオススメします。（るるぶ情報屋の雑誌

にものっています！）ぜひ！道の駅と清泉寮に行ってみて下さい！楽しい時間とおい

しいご飯をありがとうございました。また来ます！！ （１１/５ｂｙひーのん 様） 

14. １１月５日月曜日 昨日から大成荘に泊まっています。これからアウトレットモール

に行くそうです。おもしろいよ！と、一緒に泊まってる人（同室）が言ってますが、

どうなんでしょうか？さてさて、今日も楽しんでまた大成荘に帰ってきます。 

15. H24.8.29 楽しかったで～す！！ 家族で来ました。１日目…牧場でお土産を買って

バギーにのった。 ２日目…そばを食べて「とうげい」をする！  初めて来ました

が、食事やいろいろとそろっていて大満足です。又、子供達が大きくなっても一緒に

来たいと思いました。（I葉A志 様） 

16. 友人と来ました。何回来ても楽しいです。 

17. 2012.10.19～20 1年ぶりに来ました。ごはんもおいしく、お部屋もきれいで、大満

足です！ 娘は昆虫が大好き。今度は夏に来て虫捕りもいいかも…。 

18. ごはんおいしかったです。（にしだ みく 様） 

19. １０/２１ 今日はじめてここのホテルにとまりました。おふろでは、すごくあつかっ

たけど、だんだんきもちよくなりました。よるごはんとあさごはんもおいしかったで

す。またきたいです。（西田 まな 様） 

20. １０/２２（月） 初めて利用させて頂きました。設備もよく、手入れもきちんとされ

ていて気持ち良くすごさせて頂きました。私と両親と夫と子供達と。なかなかみんな

で旅行に行く機会はありませんが、とてもよい思い出になります。子ども達も少しで

も記憶に残っていてくれるといいなあ。また、みんなで時々旅行ができたらいいな。

（元日野っ子 様） 

21. 11 月 1 日～2 泊しました。八王子の自宅から中央道でゆっくりと大成荘まで来ました。  

中央道のおすすめポイント。八ヶ岳PAも素晴らしいのですが、下りの釈迦堂PAの
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すぐそばにある「釈迦堂遺跡博物館」です。中央道をつくる時、発見された縄文土器

や、大量の土偶は圧倒されます。ぜひ一度みて下さい。11月2日朝食後、歩いて野辺

山 JR 高地点まで往復しました。ずいぶん歩きましたが、楽しかったです。その後、

１０時位ですが、大成荘の自転車をお借りして清泉寮へ。のぼりが長く続き１５０ｍ

位しか走らないのに降りたくなる程。がんばってチャレンジしてみては…？！ 清泉

寮では川俣川東沢渓谷ハイキング（一番短いコース）を歩きました。天狗岩や大天井

岩など、紅葉もはえて、１時間ちょっとのハイキングです。歩き終えた後のアイスク

リームのうまいこと。おいしいことはうけあいです。 後になりますが、大成荘は連

泊しても食事がおいしくて、もっと大勢の人が利用すると良いなあと思いました。 

PS,卓球３０分できますよ。フロントに…。２日間楽しめました。無料でした。是非

楽しんでください。 

22. ８/２９～３０ 今日やどにつくまえにプールにはいりました。たのしかったです。と

くにたのしかったのは、なみのプールだよ。なみがくるとザパーンとなったよ。おや

すみなさい。あさごはんにかきごおりがあるんだ。 

23. ２０１２ １０/１ 初めて泊まった日が台風でしたが、これも良い思い出。忘れられ

ない日になりました。小６の息子が日野から野辺山まで１人で電車に乗って来ました。

私達とは野辺山で合流。初めての１人旅。これもまた、すばらしい思い出です。こん

な機会を作れて良かった！！ また大成荘に遊びに来たいと思います。今度は星を見

たいです。卓球も楽しかった。とてもいい思い出になりました。（つかもと 様） 

24. 本当に楽しい旅になりました。ありがとうございました。また遊びに来ます。  

2012 10.1 

25. へや、ひろすぎ！ 

26. ８/28～30 今日は２８にちです。今日は車でココにきました。夏休みさいごです。8

月は花がキレイです。八ヶ岳はピンクや黄色などの花が道にさいていてキレイでした。

夜、夜ご飯は天ぷらやおさしみがいっぱいあって、食べきれないほどありました。お

いしかったです。夜は東京よりすずしかったです。 2日目。朝はバイキングでたく

さんあって、かきごおりもあって、おいしかったです。 3 日目。今日はかえります。

さよなら。またこられますように。 

27. 2012・8・30～31  オスのカブトムシの一生を知ったら切ない。 日野在学だけど

…。山梨県民（笑）でも、北杜市はなかなかこないから良かった―。盆地じゃないか
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ら涼しい！夏休み県内めぐりしてる気がする～。 電車で長旅は楽しかったけど、め

っちゃ辛かった。主に景色のかわらなさにあきた。帰りもあるけどね☆ 人生ゲーム、

シビアすぎ。ワロタ…。４周遅れって、どゆこと？（泣） まあ、金額で２位でした

けどね！ 夏休みください。 

28. ９月１５日 おふろがきもちよかったよー。ごはんがおいしかった。大成荘たのしか

ったでーす♥  

29. 2012.9．22～23 予想以上にお料理がおいしく、ボリュームがあった！リピート確定。

ママ うまにえさがやれてたのしかった。やぎとひつじにさわれてうれしかった！ま

りか とてもさむかった。ソフトクリームがおいしかった☆ ♡ゆ月♡ 食べ過ぎまし

た。パパ 

30. ヤッホ～ ジュンです。初めて宿泊します。料理が美味そうで、今から楽しみで～す。

でも、ここは田舎でたいくつで～す。料理は確かにおいし～い。食べきれずに残した。

ゴメンナサイ。一度、食べてみて。本当においしいよ～。 

31. 2012．１０/６・７ 大成荘2回目です！ 来る時に、中央道でトラック横転＆火災

があり、トンネルの中で2時間待つ状態に…。ヒマだった。そして、トイレ～。。 

でも、何とか萌木の村のオルゴールには行けて、ここにPM６時前に到着しました。

ごはんが相変わらずおいしかった！！でも量が多くて残してしまった。すみませ～ん。

卓球もおもしろかった♪ 明日はスキー場＆天文台＆清泉寮に行ってから帰る予定で

す！帰りは事故なく、スイスイ帰れますように☆ 冬にまたSKIに来ます！！ 

32. 2012 １０/２１～２２  娘家族4人と私達夫婦で6人、泊まりに来ました。私は

これで3回目の泊まりですが、他の人は初めて。キレイな建物。おいしい料理。気持

ちの良いお風呂に満足していました。又利用させていただこうと思います。日野市の

宿泊施設を大事にして、いつまでも利用できるようにしたいですね。 

33. 2012．１０/２３（火）～２４（水） 今日は 悪の天気予報でしたが、バスの中か

ら見た東沢大橋あたりの紅葉は見事でした。私達２人は、昭和４５年に日野市に引越

して以来初めて大成荘へ伺いました。建物外観のデザインがすばらしいと思いました。 

昔、息子が小学生だった頃、社会教育センターで何度も大成荘に連れて来ていただき

ました。大変お世話になりました。（雨の日２３日 PM3：00記す） 

34. 紅葉がとってもキレイでしたよ。2012年11月6日（火） 今日はあいにくの雨。山

はさすがに涼しいというか、寒い。大成荘に向かっている途中の道でなんと鹿の群れ
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が道路を横断していました。黒くて体は大きかったので、 初見た時、えっ、牛の大

群？！と思い、びっくり。シカは群れできちんと並んで林の中へと去ってゆきました。

北海道でも動物に会えるチャンスがあると嬉しいのに、清里でこんなに野生の動物た

ちが生息しているのかァと…。動物も人間も住み良い環境を守ってゆきたいですね。

今回2名様キャンペーンで￥２０００も安く！！ 宿泊できて、さらに嬉しい旅にな

りました。ありがとう♡ 

35. 久し振りの大成荘でした。40年来の友人と2泊3日ゆったり過ごせました。お風呂

もご飯も大満足です。 友人とは過去やこれからのことやいろいろ話も出来て楽しか

ったです。 又、訪れたい素敵な大成荘！！ 皆様に感謝！！ ありがとうございま

した。 

36. ８/２９日 きのうは夜ごはんいっぱいあって、おいしかったです。今日はドライブで

す。くももない、せいてんです。バイキングおいしかった。 

37. 今日は、ハイジ村に行きました。ハイジが5人、ベータ―が2匹、ユキちゃんが4匹

いました。 

38. 八月十三日げつようび はなびをしました。こうえんにいってもなにもいませんでし

た。（ゆづき 様） 

39. 9月10日 昨日美し森ファームから大成荘まで歩いた時、森の中を通った時、シカ

が各所に居て鳴声も各所から聞え、自然を感じた。シカもこちらを眺め、立ち止まり、

時間が過ぎていきました。（T・Y 様） 

40. 初めて大成荘にお世話になりました。スタッフの方々も明るく丁寧で、又、どこか清

潔感溢れて心地よく、日常を離れてリフレッシュ出来ました。（Y・Y 様） 

41. 2012 １０/１２～１３ ☼晴れ 9年ぶりの大成荘です。その時は3月、近くのスキ

ー場に行った。3月でもスキーができると息子たちは大はしゃぎです。雪も少しのこ

って、自然のきれいさにとても楽しかった思い出があります。 二回目の今回は清里

の自然が大好きで、また散策してきました。紅葉にはまだ早いが、今かもと…。くじ

運の悪い家族だから、大成荘の空き状況で2回目が実現できました。前回の夕飯がお

いしかったのを思い出しました。食べ過ぎほどのごちそうでした。今回は控えめの食

事をとりましたが、やっぱりおいしかった。ごちそうでしたね。すごいことです。ご

ちそう様でした。夜は前回と同じ卓球で汗を出しました。すごく楽しかった。今日は

5時半に目がさめましたが、ふじ山がきれいに見られました。うれしかったです。大
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成荘も大好き。ふじ山も大好きです。また、泊まれるといいですけど。大成荘の職員

のみな様お元気でね。ありがとうございました。おいしいごはんをありがとうござい

ました。 

42. 12.10．13 日野市に存在する人間らしき者で～す（笑） 私は、今日久しぶりに大

成荘に泊まります！！今は中1なんですケド、中間テスト終わってスグ来ました♡ 

部活はテニス部です…。はい。日焼け…ヒドイです。 それはさておき、今日は色々

八ヶ岳をまわりました！！ 初は毎回行っている「ポールラッシュ祭り」。その次

に「シュッポッポ牛乳」です！！ポールラッシュ祭りは今回来場者が増加しているの

にびっくりでした。そして、シュッポッポ牛乳はアイスが激うまです（笑）私は「ソ

フトアンドヨーグルト」を食べたよ～！！なんちゃって…。本当です！ホントに激う

まですよ！！機会があったら行ってみて下さい。 その後はＪＲの中で一番高い所に

ある…「小海線」の線路に行ったんですケドねえ。キセキが起きたんです！！丁度そ

の線路に電車が！！ そして、その近くに「幸せの鐘」があるんです！！ その周り

には小児が沢山！？ 心の声→（わたしも〝ゆらしてゆらして〟ならしたので ♡幸

せ♡ になれるカナ！？！？） でも…明日には帰宅してしまうのです。月曜日は通

常で学校があるから。 ビッグニュースです！明日帰ったらなんと！SMAPさんのラ

イヴがありまーす。長ーい、長ーいお話を聞いてくださり、ありがとうございます。

また、遊びに来るので、その時はまたまたたくさんお話しよーね。ばいばーい！！ 

43. ８/３１ 本当に毎日暑い日が続いていて、少々へばっています。やっぱし、こちらの

方は日野と比較すると涼しい～。 小諸を見学してから小海線できたので、清里駅に

着いたのは１８：３０分。もう、暗くなってきていました。相談しておいて本当に良

かったです。大成荘の方が車で駅まで迎えにきてくれました。本当に本当に相談して

おいて良かった～。 大成荘の方は本当に親切で、色々質問などにも答えてくれます。 

明日の予定、ちょっと決まらなかったら、聞いてみたらいかがでしょうか？ 明日か

らもう9月。残暑どうなるのでしょうか？皆様も夏バテ気をつけて下さい！！ 

44. 大成荘204号室より 2012.10．7 a,m,6：00 小雨 Ｍ.Takagi 両親（父89才、

母87才）、兄弟（妹56才、53才、弟51才、私58才）、妹の夫（57才）、弟の妻

（49歳）の合計8人で来ています。両親・兄弟姉妹で旅行に行けるのは、たぶんこ

れが 後になると思うけど、とても楽しく時を過ごせました。ありがとうございまし

た。（天気が悪く、雲と霧で景色が分かりづらかった） 
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45. 10月30日（火）曇り 昨日、雨の後のとっても良い天気の中出発。小渕沢で降り、

道の駅こぶちさわで、きのこ、スモークチーズ他を買って、ほうとう鍋、親子丼（地

鶏の）、ソースかつ丼を食べ、三分一湧水、清里ふれあい牧場（昨日は閉じていまし

た）紅葉も始まっていて東沢橋も映えていました。何しろ前回来たのは、改築前の木

造校舎でした。（30年位前？）夏でしたが、自分達（親）が自炊し、子供達に食べさ

せ、片付け、朝早くから夜子供たちが寝るまで…、よくやりましたね。若かったです。

今はとってもきれいになり、居心地がよくなりましたよ。♡ 30年ぶりの母親より 

46. 2012.9．2～3 家族3人ではじめて大成荘に来ました。昨日は萌木の村、おいしい学

校、八ヶ岳クラブ（フルーツティーオススメです）乗馬体験に行って来ました。パパ

は萌木の村で、ベルトをゲット。革製品のステキなお店があります。今日は、八ヶ岳

アウトレットへＧＯ ＧＯ！！楽しみだ～。大成荘はすごく快適で食事も美味でした。

お風呂もゆっくりできて良かったです。来年は秋と夏に来たいな～。 

47. ２４’9・3（月）晴れ 料理もおいしく、とても良かったです。また来ます。ありが

とうございました！ 

48. 24・9・26（水）晴 朝食のチーズフォンデュがとてもおいしかった。昨晩、卓球を

30分間して、姉と僕は汗を流しました。温泉もとても温かくて長風呂になってしまい

ました。サービスも良かったです。また、来たいと思います。その時はよろしくお願

いします。 

49. 24．９/２９（土）・３０（日） 前の大成荘が出来てすぐ、中学校の林間学校で見た

星空。特に「天の川」が忘れられずに星と月（9/30は中秋の名月）の写真を撮りたく

て、やって来ました。台風18号が真下から北上し心配していたら、関東の東を抜け

てホッとしていたら、ノーマークの17号が本州を縦断。今夜、大成荘を通過するそ

うです。星の写真は撮れませんでしたが、大成荘の美味しい食事に満足して帰ります。

とっても美味しかったです。料理長以下、板さんも、スタッフの皆さんにも感謝です。

（医者からヤセるように言われていたのに太ってしまいました。それくらい美味で

す。）今回はたせなかった写真を撮りに、是非また来ます。ありがとうございました。 

50. 24－10－4～6 年寄り2人初めての大成荘です。月末、車を買い替えたので慣らし

運転を兼ねての旅です。4日、恵林寺などに寄り道しここえ。 5日、美しの森で八

ヶ岳を堪能。昔泊まった赤岳の展望荘も良く見えてました。南アルプスも見事。北岳

が一段と大きく見えました。東に目を転ずれば金峰山の五丈石も見え360°の眺望が
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すばらしかったです。その後、小淵沢方面へ南下。富士見高原を通ってメルヘン街道

を野麦峠。先の白駒池を一周。少し早い紅葉でしたが、素晴らしい光景でした。その

後、松原湖などに立ち寄って宿へ。 6日、今日は佐久を経て上信越道で帰ります。

三日間とても楽しい旅でした。宿の食事良し。宿の皆さんの対応良し。そして、周辺

の風景良し。また機会があったら訪れたいと思います。ありがとうございました。

（新町 Ｔ・Ｈ 様） 

51. 2012年11月5日 はれ☼ 八ヶ岳のアウトレットモールに行って来ました。お店が

たくさんあって、犬をつれた人も大勢いて、にぎやかで楽しかったです。またつぎに

きたつぎに来たときも行ってみたいです。（さおり 様） 

52. 8月22日・23日  今日は、 初、清泉寮に行ったり、滝沢牧場に行ったりしまし

た。そのあと、大成荘に行きました。23日はまかいの牧場というところに行きます。

5月に5年生移動教室で行きました。私がすきな大成荘。食べ物はからあげです。大

成荘のからあげは、すごくおいしいです。いつも４～５コいれてる～。ぐうぜん同じ

学校の子に…。またね！ 

53. 8がつ31にち 今日は「まきば牧場」や「おっとこ」に行きました！ 12月31日

に来た会沢です。その時に頭をうって大変めいわくをかけました。スイマセン…。で

も、大成荘のごはんがすごくおいしかったです。たっきゅうではくつ下をぬいでくだ

さい。（會澤 様） 

54. 24年9月1日（土） 今日でここ大成荘に来るのは4回目。今日も楽しくケガのな

いように行こう！と、八ヶ岳に来ました。でも、そんな矢先、私は何かに足首（す

ね？）を、さされました。とてもピリピリ、チクチクし、刺された所は赤くなり、ふ

くれあがりました。大成荘に着き、お父さんがスマホで「八ヶ岳―虫刺され」と、調

べ、出て来たのは「ブヨ」画像をみてみると、刺された所は赤くなり、ふくれあがっ

ていました。ビックリ。私をさしたのはブヨでした。情報によると、「刺された日は、

さしたしゅんかんだけが、チクッとするようで、次の日からとてもかゆくなる。」な

ど、「かゆくやり、病院へ行き、ひどいときは数か月間の治療をすることもある」、

「ブヨはとくに足らへんをねらい、くつ下をはいていてもおかまいなしにさす！」な

ど、色々かかれていました。私も月曜日に病院に行くよていです…。みなさんもブヨ

には十分注意を…！ 長ズボンの方がいいですよ！（6年 林 様） 

55. 24年11月3日（土） 今回はぐうぜんに同じ学年の子と、いっしょの日になりまし
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た。すごくたのしかったです。三人でキャベツのポーチをおそろいで買いました。 

56. Ｈ２４．８/２６（日）大成荘出発、笛吹川フルーツ公園に行く。（南平 6年 三浦 

様） 

57. 9月16日（日） 3回目の大成荘なんですが、2年ぶり！入ったとたん、すご～いな

つかしい感じがしました！また来たいな！大成荘 高！ （Ｈ．Ｓ  様） 

58. 10月7日 今日、今年2回目の大成荘に来ました。1回目は8月の３１と9日でき

ました。今日は、8 月にきたよりも寒かったです。3 時には、ワタあめを食べました。

おいしかったです。冬休みにもう1回来たいです。 

59. １０/７（日野4小 ６年 4年） 3連休。 初はとれなかった大成荘。なんと！！

1泊2日で行けました。1泊だけどたのしみたいです。 おふろごはん 高！でし

た！また行きたいです。今度は2泊3日で行きたいです。 

60. 10月7日 大成荘でキャッチボールをしました。たのしかったです。（４小 あいざ

わ 様） 

 

  

 


