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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． １． ２０１２．１１．９～１１ ＪＲ小海線に乗って、小淵沢 

２．   駅と小海駅間の秋景色をたんのうしました。カラマツ林が黄 

３．   金色にかがやいて、すご～く美しくて、すばらしい眺めでし 

４．   た！ ことし の秋はこれで大満足！ 2日目も素晴らしい秋 

５．   晴れ！ 八ヶ岳アウトレットへ行って靴を1足買って、増富 

６．   ラジウム温泉へ足をのばしました。途中の山全体の紅葉には 

７．   目をうばわれてばかり！本当に最高の時期にここへ来られて 

８．   幸せ一杯！ 夜思いがけず「日野おはやし保存会」のみなさ 

９．   んの楽しいおはやしを見せていただいて、日野市内にこのよ

うな「会」のあることも知らなかったので、べんきょうになりました。 皆さん上手

で、かわいくて、楽しませて下さって、ありがとうございます！ つくづく日野市民

で、大成荘に来られて良かったと思っています！ スタッフの皆さまも、いつまでも

お元気で！ありがとうございました。又来たいです。お世話さまになりました。

（Ｓ・Ｏ様） 

２． 2012.11.16－17 30年ほど前に、この近くのペンション「ペパーミントキャンデ

ー」に泊まった事を思い出しました。今でもあるのでしょうか。何回か来ていますが、

いつ来ても自然だけは変わらず、あきない風景です。 

３． 2012.12.31 おおみそか！ こんにちは！！ 今日から2泊する、Ｍ.Ｔです。今日

は11人で来ました。今年で大成荘に来るのが約20回来ました。大成荘はきれいで、

楽しくて、いつも行くのが楽しみです。ちなみに今日はシャトレーゼに行きました。

（スキー場）寒かったけど、楽しかったです。来年もよろしくお願いします。大成荘 

最高！！ これからもよろしくお願いします。 

４． 2012年11月27日（火）晴れ 紅葉はもう遅いかしら…？と、思いながら清里に

来る前に昇仙峡に行ってきました。高速を走っている間も、山々の美しい紅葉を眺め

ることができ、富士山も見事に輝いているように見えていました。昨日降った雨のお
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蔭で空気も澄んでいたからでしょうか…。 昇仙峡では長瀞（ながとろ）橋近くの食

堂で、新そばセット・とろろそばを、眼下に荒川を見ながら美味しくいただきました。

北風が吹いて、少し寒かったけれど、まっ青な空をバックに黄色の美しい木々の葉を

ながめながら、最高のドライブでした。今年はこの当たりも紅葉がいつもより遅れて

いたんでしょうネ！ カメラにもしっかり収めましたよ～♪ 本当にお天気に恵まれ

た一日でした。ロープウェイで登った山の上からもパワーあふれる？！富士山を望む

ことができました。 大成荘には、私は初めて来ましたが、又、春とか夏の時季にも

訪れてみたいと思います。 お食事もとても美味しかったです！ お世話になりまし

た。                        （日野市平山 Ｙ・Ｋ様） 

５． 2012.11．11 いいのひかるだいすき きょうはおんせんにいきました。おそとが

さむくて、あったかいおふろにはいってさいこう♡ 

６． 2012．12.28 天気☁→❄ 今回は２はく3日です。サンメドウズでスキーをしま

した。去年よりけっこう上手になりました。 大成荘のお風呂は気もちい～！でも、

すぐのぼせる…。（イエロー合格！とレッドも合格）たっきゅうも玉がつづくように

なりました。お父さんとお母さんは強いなぁ～！ 今年もくることができてよかった

です(# .̂^#) ごはんもうまい！！書くこといっぱい☆ あーつかれた。まあ明日も元

気にがんばろう！！エイエイオー 

７． 2012.12．30 今日はあいにくの雨でした。スキーをできることを楽しみにしてい

ましたが、残念ながらできませんでした。なので…アウトレットに行ってきまし

た！！ あいにくの雨でしたが霧が凄くて、周りの景色がいつもとちがってとてもき

れいでした。 大成荘にくるのは毎年のことで、たくさんとまらせてもらっています。

大成荘はとてもきれいで、いごこちの良さが私は好きです。来年もまた行きたいです。 

今日はスキーをすることができなかったので 、明日は思いっきり滑りたいと思って

います！★ （Ｈ・Ｋ 様） 

８． 2013.1．6 今日は初めてスキーをしました。くつがおもくてびっくり！！ 板を

つけてすべると足がいたくなって、つかれたころは5時！！ またあしたそりすべり

や、おふろはいるのたのしみ。 今日はとってもおいしいごはんをたべて、ゆっくり

とおふろにはいってとてもたのしい一日になってとてもうれしかったです。きょうは

とってもおせわになりました。たのしかったです。とても、おふろもきもちよかった

です。またきます。 
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９． 2013年1月26日 わたしは、日野市から来た者で~す。♡  今日は、１０５室の

親友と一緒にスキーをすべったんだ～。1泊2日の短い時間だったけど、おもいでが

たーーーっくさんつくれたからよかった。 でも、あーたんの親友は「一泊2日～み

じかすぎるんだよ～」て、いってたよ。こんな感じで。 朝食のバイキングはすごく

おいしかった。デザートのパイナップルはめちゃくちゃうまかったぞー！ 今度来る

時はもっとスキーをすべりたーーい。では、さよおなら 

１０． 2012年11月17日（土） せっかく紅葉がきれいなのに雨になってしまいまし

た。明日、晴れますように。「萌木の村」で、メリーゴーランドにのって、買い物し

ました。トナカイとサンタさんが作ってありました。可愛いレストランでランチしま

した。 

１１． 2012 12月28日 スキーに行ったことー☆ いがいと大変でした…。 でも、

ちょーたのしかったです。 でも…うん！ まあいいや…！！ 大成荘に来ると知っ

てる人に会うんですよ！！それも楽しいっす！！ 今日は午後から雪がふりました～。

東京では雪あんま見れないんで！ でも、メールで「東京初雪だよー」ってメールが

…。でも、こっちの方がいっぱいふっててキレイです。 前来たときも思ってたんで

すが、やっぱ夕食がおいしー♡ 今日もおいしいだろうな♡  シャトレーゼスキー場

の２かいの食べる所は、個人的には好きじゃなかったのよ…。でも１かいのケーキと

かの横のお店はgoodですな。あと、ケーキセットはお得ですな♡ ケーキはおいしい 

very muth  「ナポレオン」ってケーキ、大きくておいしい。いや～。今年は、い

い年でしたよ～～。関ジャニのみなさんに3回も会えました♡ 今年は8周年なんで

す。Happy 2013年 最強で最高の年でありますようーに！！ 

１２．Jun . 4 . 2013 1月3日4日とお世話になりました。 3日の朝食時、朝日がサン

サンと降り注ぐ中、食堂の窓から、樹木から降り落ちる雪が花吹雪の様に舞い落ちる

景色が見られました。ましてや食堂の円形状の大きな窓からワイドスクリーン様にす

ばらしいシーンが見られたことは幸いでした。今迄何度となくおとづれていますが、

今回のこの景色は実にすばらしかったです。又一つ良い想い出がふえました。日野に

住んで大成荘に来られることは幸せなことです。新年の良き思い出があり、この一年

も良いことが多々あることを祈って、大成荘の方々も良い年となります様。いろいろ

ありがとうございました。（76才のおばあちゃんより 他6名のグループ） 

１３． 2013 1月26日 おみやげのももちゃんゲット！！ おみやげかなりゲッ
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ト！！ スキーはさむかった～。でも、たのしかった～♪ オカリナふけないよう～。

ももちゃんかわいい～！おふろきもちかった～♪ 来年もいきた～い。キャベツちゃ

ん、ほしいぞ～。あした帰りたくない～。おふろはあったかくてごくらくだった。お

ふろはてんごくだ～。 ごはんやおかずはいっぱいのこしちゃった。あしたもたのし

みでよるねれないよ～。あしたはたのしみだ～！！ 

１４．１１/２４～２５ とてもさむかった！おみやげをかったよ。まえにもきたことがあ

りました。その時は、ほしがみえなかった。ごはんがおおかった。ほしみえた。 

１５．１１/２４～２５ とてもさむかった。ゆきもふったよ。まぺちんもかったよ。まま

といっしょだよ。ほしみえたよ。 

１６．清里の清きしまきを纏ひけり  25年1月2日 秋之 紅雪 

   白縁の二日間ありがとうございました。（柴崎了徹・ふじ子 様） 

１７．2012・11・11 姉妹の老夫婦二組で久し振りに清里大成荘に来ました。昨夜は思い

がけず日野八坂神社の「おはやし」を観せて頂き、日野にもこんなに素晴らしい郷土

芸能を伝承するグループがあることを知り嬉しく思いました。今日は三分一湧水から

の棒道ウォークに参加し、妹夫婦（76 才、70 才）は１２ｋｍ、私共（77 才、74 才）

は６ｋｍを完歩することができました。どこを見ても紅葉、紅葉。こんな美しい自然

の中を元気に歩けた事、本当に幸せに思います。大成荘のスタッフの方々にもお世話

になりました。元気なうちにまた来たいと思います。 

１８．2012．11．24～25 家族みんなで大成荘に来ました。24日の夜、屋上で星を見ま

した。日野市（上田）とは全くちがう景色で、星が大きく沢山ありました。温泉もき

もちよくて、料理がおいしかったです。また来たいでーす。（4年 宮本 様） 

１９．１２がつ２にち 今日、おさんぽにいきました。なつにおとまりほいくできたので

２かいめです。ありがとうございました。 

２０．Ｈ２４．12月22日（土） 今日はスキー場でソリをしてきました。けっこうすべ

ったヨ♪ とちゅうで手がメッチャつめたくなって、やばかった。日野市より100倍

雪ヤバイわ。（まず雪がない）マジ良いですよ！大成荘ってマジで良いですよ。 八

ヶ岳にコイヨ♡ 特に大成荘にコイヨ。夕飯メッチャおいしかった。 

２１．12月23日（日） 夕飯も朝食もすばらしいですね！朝のバイキングは、特に最高

デス♡ おみやげもカワイイのがたっくさんあって、まよっちゃいます。大成荘大好

き♡ 雪がつもってて、朝日に光ってて、きれ～い☆ もう私、大成荘以外の場所に
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行きたくない（ここに住みたい…） 

２２．2012年12月29日 今年もなんとか大成荘に来れました。来年も来れるよう一年

間、また頑張ろうと思います。世の中なにが起こるかわからないので、来年も一生懸

命仕事をして、後悔しない様に、一度しかない家族の思い出を作りたいです。明日は

雨でスキーが出来なそうですが、それはそれで、いろいろと観光して、温泉に入って、

いい思い出を作ろうと思います。 

２３．2013年1月4日 楽しくとまれたらいいです。明日もがんばります。スキーをが

んばります。 

２４．2013．1/13・14 今回で4回目の宿泊になります。何回来てもここはあきません！

4 回目でもすっごーくたのしかったです。また、夏休みにきまーす♪♪ 何回来ても、

ごはんは相変わらずおいしいし、おフロも気持ち良いし、それに冬はスキー場がすぐ

近くにあるので（スノボもいないし）とても便利でいいですね～！！ 子ども達が今

年はスキースクールに入ったので、午後の２Ｈはぜいたくに私１人でのんびり、好き

なコースを攻めることができ、足はパンパンになりましたが、とてもスキーを満喫で

き、楽しく過ごすことができました♪ 子ども達も、何とか滑れるようになり喜んで

いました！！ 来年もこのパターンで行きたいと思います♪ 夏の八ヶ岳も楽しそう

ですね！ また、よろしくお願いします！！ またくるね！ 

２５．2013 1/19（土）～20（日） 近くのスキー場に行って、2回目の大成荘に来まし

た！！ 1回目は学校の移動教室で友達と一緒にねたり、ごはんを食べたりしてとっ

ても楽しかったです！！ 今回は家族と一緒に来て「どうかな？」と、思いました。

食事はバイキングではなかったですが、食事もおいしくお風呂もとても気持ち良かっ

たです。また来たいですね♡ 

２６．2012．11.10～11 11月10日快晴 甘利山へ登って、武川から下って来ました。

素晴らしい赤、黄、緑のコントラストで秋の山を満喫してきました。 夜は「日野ば

やし」の実演を見学する機会があり、いい思い出をいただきました。 12日曇 「大

成荘のお便り」に記載されていた「第 2 回棒道ウォーク」に参加してきました。３０、

２０、１２、６ｋｍのコースの内、１２ｋｍコースに参加。完走証とサツマイモ、ク

リスマスローズの苗など、いろいろお土産もらいました。ゴールと同時に雨が降り、

ある意味では、天候に恵まれた半日でした。コースも紅葉盛りでした。以上です。 

２７．11月20日、21日 快晴で快適な休日を満喫できました。東京から来て紅葉がきれ
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いでしたが、大成荘付近は高原だからなのか既に落葉していました。秋と冬を感じら

れ、客数も少なくゆっくりした一日が、よい思い出となりました。 これから、八百

屋とワイナリーに寄りながら帰ります。日野の保養所にこんなよい所があるのは知り

ませんでした。又来ます。 

２８．12/1～ 今日はひさしぶりにたいせいそうにきました。ソフトクリームを食べたり

しました。いろいろおみせにいきました。たのしい1日目でした。 

２９．1月26日（土） スキー 今日はサンメドウズのスキー場に行ってきました。サ

ンメドウズは「スキッズキャンプ」というのがあって、それのイエローに入ってきた。 

３０．12.8．11 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

に行って来ました。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。 

３１．H24.11.16 なぜか紅葉も終わりに近いこの季節にやってきました。夏から体調が

思わしくなく、落ち込みがちの私に近所の方が、「市民なら一度行ってごらんなさい。

ご飯もおいしかったわよ」と、勧められ、主人と二人まいりました。幸い快晴で、真

白な富士と八ヶ岳の山々も美しく、神様からプレゼントを頂いた気分。大成荘は中学

生の時（ロビーの写真懐かしい！）そして多分、十代の終り頃友人と二人小海線に乗

りテクテクと駅から歩いてきたのを憶えています。自炊したり、夜は同宿した人たち

とトランプしたり（可愛い！）でも、あの頃は今に比べ建物もすべてボロ（失礼！）。

今日来てびっくり。外観も設備もキレイ！お掃除も行き届いて…。もちろん夕ご飯お

いしかったです。春夏は人気で予約が取りづらいようですが、市民にとってはありが

たい施設だと思います。私も、もう少し元気になって、又、孫達と自然を楽しみに来

れたら嬉しいです。今日は「パパありがとう」 朝ごはんもおいしーい！ みなさま、

ありがとうございました。 

３２．１１/２４に懐古園に行って来ました。紅葉は終わって来ましたが、すごい綺麗でし

たー。動物園もかわいいのがいっぱいいましたー。川上犬を見たかったのですが、寝

ててあまり見れなかったです。たのしかったです！ありがとうございました。 上田

の無言館へも、戦没画学生達の遺作や遺品が展示されています。とてもきれいな青空

や秋色豊かな山を背景にひっそりと建つ小さな美術館。二度と語ることのない、描く

ことのできない画学生達の存在に観る私達もただただ無言になりました。（S・K 様） 

３３．平成24・12・27 日野第二小学校の五年生です。今日はスキーに行って来ました



 - 7 -

っっ！！初めてだったので、スクールでしました。明日もスキーに行くのでたのしみ

ですっっ！！ 

３４．２５．１．２ 今から21年前に、この大成荘が改築されることになり、日野市長

（当時、森田市長）から任命され、日野市民の女性代表として「どのような市民の保

養・学習しせつにするのか！！」ということで、審議委員として意見を述べさせてい

ただきました。建築途中にも現地見学し、進捗状況をみながら会議を展開したことが

思い出されます。オープニングセレモニーにも出席させていただきましたが、当時と

しては（今でも）手の込んだぬくもりを感じさせる建物になったことを感慨深い思い

ものがありました。 今日こうして訪れ、やはり建物には満足しております。子ども

達が保育園で団体棟も利用させてもらいました。その子供達はもう３０才です。昨年

はその子供が出産し、私たち夫婦には初孫の誕生でした。大晦日に子供たちが集合し、

今朝、私たちはこの大成荘へ、長女家族は夫の実家へ、次女は新潟にスノーボードに

出かけました。今年もそれぞれに良いことがありますように…。また、この大成荘も

厳しい社会情勢の中で継続発展されることを願っています。（友愛ケアセンター 神

田 様） 

３５．１/１１（金） もうすぐ成人式御一行 from日野市 今日は女子６人でのんびり中

央線豊田駅から１泊２日しにきました。小学校５年生の時に訪れた思い出の初修学旅

行の地、１０年ぶり思い出をふりかえって楽しみました。とにかく受付のおいちゃん

が本当に優しくて絶対また戻って来たいと思いました。 明日は乳搾りできたらいい

なあー！！成人式の前にこうして集まれて本当によかったです！最高のサービスあり

がとうおいちゃん！！ 日野っ子万歳   

ただ今深夜２時過ぎです。↑を書いた子と私以外の子は寝ています。テンション上

がって眠れません。今からもう明日の朝食バイキングが楽しみで仕方ないです。小学

生のとき泊まらせていただき、その当時を懐かしみつつ楽しい時間をすごさせてもら

っています。もう成人式かー、という感じです。到着が遅くなり迷惑をかけたのにも

かかわらず、大成荘の方に良くしてもらって感動しました。ありがとうございまし

た！！明日も楽しもー！！日野市大好きー！！いえーぃ 

３６．１２月２６日 きょうのおふろはあつくて、あらったあとはさっぱりしたな。夜ご

はんもおいしくてサイコー♪ たっきゅうもしたから、つかれたな。またとまりにき

たいです。 
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３７．１２/３０ パパとママとテルとあたしです。またきたいです。こんどバイキングで

たべるときはデザートをもっとたべたいです。どうもありがとうございます。 

３８．２４．１１．１８（日）～１９（月） 一般棟に申し込みしましたら、満室という

ことで、はじめて団体棟に泊まりました。いつもテレビをつけっぱなしで、たまには

テレビのない生活もいいものだと反省しております。１１/１８は小淵沢の井筒屋さん

で、うなぎの昼食をとり、その後観音平へ、途中の富士見平での富士山は絶景でした。

宿の食事はいつもおいしくいただいています。また、次回も楽しみにしています。あ

りがとうございました。 

３９．２５．１．５（土）～６（日） 明けましておめでとうございます。 今日はシャ

トレーゼ工場見学（予約制）で、アイスを１５分間食べまくったが、２コしか食べれ

なかった。こんなもんだよ。でも、無料だからお勧め！ スキーはサンメドウズに行

きました。ソリが止まらなくて、叫びまくり良い思い出です。（鈴木 様） 

４０．２４年１２月３１日（月） 今回で大成荘に来るのは１０~１５回くらいです。ま

い年来ても大成荘はたのしいですねー。たもくてきしつでは、たっきゅうやバトミン

トンをして、あそびました。おふろに入ったら一日のつかれがとれました。（スキー

場に行ったため）ゆうしょくもおいしかったです。ちょうしょくもバイキングでおい

しかったです。また来年も来たいです。 （田村 様） 

４１．２４．１２．３１ こんにちは！小６の私は、今回で大成荘に来たのは３回目！ 

そのうち２回（おととし～今回まで）は、大みそかです！！昨年は個人とうにとまり

ましたが、団体とうもイイですね。広いし！！前回もこのノートに書いたので、探し

てみて下さいネ☆ さて、今日はスキーに行ってからここに来ました。１年ぶりだっ

たケド、楽しかった～！ ちゃんとすべれましたよ(̂ o^) 雪がけっこーあったけど、

チェーンまかずにそのまま来たので、ちょっとこわかった…。無事ココに着いたとき

には正直ホッ…としました♡ 卓球もできて、と～っても楽しかったです☆ ごはん

は冬らしく、おなべでした！ 心も体もポッカポカです！！すんごくおいしかった！

メニューも毎回違って、楽しめました！たくさん遊んで、たくさん食べて、たくさん

楽しみました☆ とっても楽しい１日になったヨ。 

４２．謹賀新年 今年もよろしくお願いします！（誰に言ってんの？）ということで日記

書きますよーっ！ １２/３１（man）朝9:00日野市出発 PM4:00キャンピカ明野

（キャンプ場）着 ☆４０戸のキャビンがある、とても設備の良いキャンプ場！きり
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たんぽにそば入れたのが年越しそばになりました♪ 空気がきれいで星がたくさん見

えたし、初日の出は富士山、南アルプス、八ヶ岳を眺望できるスポットで、快晴の中

迎えることができました。 １/１（tue）AM10:00キャンピカ明野発 AM11:30RE-

EX（スキー場）元旦スキーやりましたー！小海はゲレンデが広くて滑りやすいので

すが、今回はガリガリに凍ってて、エッジ効きませんでした。（スキー上手な人が書

いてるように見えるべ？でも、実際ふつうだからｗｗ）PM4:00RE-EX発 PM4:30

大成荘着。今、夜7時です。5:15くらいに風呂へ行き、6:00くらいから夕食をいた

だきました。これから卓球しようと思います！（実は俺、卓球部っす！）父が上手な

ので、楽しんできます。（負けませんよｗｗ）高２男子がお送りしました！ 

４３．H24.11.10~11 急に来ることになったので、一般棟に空室がなく、初めて団体棟に

とまりました。こちらはテレビがないので、ニュースも見れず、手持ちぶさただなと

思っていましたが、思いがけず日野市の子ども達によるお囃子の演奏を見る（聞く）

ことができました。とても上手にできていて楽しかったです。 

４４．2013.1．4 今回は大成荘で初のスキーをやれたよ！！清里サンメドウズっていう

スキー場が一番近くにあって、結構（？）遅くまで滑ることができて、楽しかった♪

やっぱり冬が大好きです！！また、スキーしに来たいな♪ 

４５．2012 12/30～2013 1/1  HAPPY  NEW  YEAR 2013 初めての年越し大成

荘です♡ 年越しそば、すっごくおいしかった。星もキレーだったし、初めて木星の

せんを見た2週間後には初めての一般棟に泊まるので楽しみです。 

４６．2013 1月26日～1月27日 今日は手と足が冷えました。 

４７．スキーがとっても楽しかったです。何度もころんでおもしろかったです。 

４８．スキー最高！！2012 12/27 

４９．２/１１（月）～１２（火） 今日は建国記念日！！ こんにちは！！今回で大成荘

に来るのは6回目くらいかなあ？？ 今日はサンメドウズスキー場に行きました。と

っても楽しかったよお。今からは夜のえんか～い♡ ヤッター 

５０．2013年2月11日（月）建国記念日 スキー場にあったなぞなぞです。答えがわか

るかな？  「そらのうえにはなにがある？」  昨日は小海リエックスに行って来

ました。三連休の中日だったせいか激混み！！あんなの初めてというほどでビックリ

でした。でも、とっても、とっても楽しかったです。答え（ドレミファソラシド） 

５１．2013.2．2 今日はハイジの村に行って来ました。 ６才と４才の娘達は、本物の



 - 10 -

ハイジ達に会えなくて残念そうでしたが、子ヤギのユキちゃんや犬のヨーゼフを見て

大喜びでした。おんじの小屋も見てきました。ハイジとペーターは山に放牧へ、おん

じはチーズを売りに街へ下りていたみたい。今度は会えるとイイネ★  夕食後、家

族みんなで外に出て星を見ました。東京ではお目にかかれない星空！昴も６つどころ

か７つ８つ見えるぐらいでした。（大人は双眼鏡を借りました。）今度は夏に来たいで

す♪ また来ます。 

５２．2013.2.3→2.4 日曜日の宿泊。 晴天に恵まれ気持ちのよい1日。宿泊者はうち1

軒のみと！ ぜいたくなような、もったいないような、何だか申し訳ない気分でした。

冬の大成荘も静かで落ち着いてよいですね。雪景色を見ながらのんびりさせてもらい

ました。ごはんもおいしかったし。 朝、起きたら一面雪でびっくり。気をつけて帰

らなければ。ありがとうございました。 

５３．2.10~11 毎度々、大変お世話になっています。Ski、卓球、バドミントンと親子3

人遊び尽くしました。きっと、又、来ます！それまでbyebye 

 


