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平成２５年２月～２５年５月 

      （順不同。用字については原文のままとしました。） 

 

１．2013 3/26.27 大成荘には何回

も来ています。シャトレーゼのスキー

場でたくさん滑ってから来ました。来

る途中、野生のシカに会えました！  

<大成荘の歌> （モモクロの替え歌）

われらのヒーロー 毎年ヒロイン大成荘 

二日目はフルーツ公園とイチゴ狩り

に行きます！ また絶対に来ます！あ

りがとうございました。 

２． 2013 3/26.27 私はたいせいそうはたくさん行っています。今日のスケジュール…6

時家を出発 7時半朝ごはん 8時半シャトレーゼのスキー場 3時59分シカと出

会った 4時1分大せいそうとうちゃく またきたいです。 

３． 大成荘、サイコーです。とくによるごはんのおなべ。 

４． ２月２３日（土）はれ PM4：00 2回目のおとまりです。 今日はスキーをして

から来ました。足がいたいです。おふろでもんで、らくになりました。 今日スキー

にいって、はじめてだけどじょうずにできたのでうれしかったです。たのしかったー。

よるはほしぞらをみてたのしいたいせいそうになります。 

５． ２・２５（月） 大成荘。私は初めてきたけど、かりれるものもあったからたのし

かった。サンメドウズきよさと 私ははじめてスキーができたけど、初級コースのフ

ラワーリフトにのって、右がさいしょ急で、あとからなめらかでやりやすかった。 

６． きょう、ラーメンおいしかった。スキーも楽しかった。 

７． 3/30 今日で、大成荘は約17回目！ 常連さんでーす。 だから今日は初めて来

た人のために大成荘の良い所をしょうかいしまーす。①料理がおいしい。☆朝はバイ

キングですよ～。おすすめはチーズフォンデュ ②静かで、のんびりできます。☆秋
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の紅葉は 高です。 次はオススメのお出かけスポットをしょうかいします。 ①ヤ

マネミュージアム ☆おねだん（入館料）は、お高めですが、一年で変わるバッチが

もらえます。 続きはまた今度～！ 

８． ２．２３（土） 今日、大成荘で1泊しました～♪  ～1日目～1日目はスキー

に行きました。約 1 日中いました。今日夜ごはんは、大成荘で食べました～♡ なべ、

さしみなどが出てきました。とってもおいしかった～♡ 大成荘のごはんはとっても

おいしい＆みためがとってもきれいなので大成荘のごはんは大好き♡です。その前に

（ごはん）おふろにはいりました。熱くもなくつめたくもなく、ちょうどいい温度で

した。とってもきもちよかったです。 ～2日目～2日目もスキーにいとこと行きま

したよ～♡ 朝ごはんは、バイキングでした。とってもおいしかったです。大成荘は

サイコ～♪でぇ～す。～終り～  ついに大成荘の 1 泊 2 日が終わってしまいました。

私も学校で大成荘にとまりたかった～。でも、大成荘はサイコ―です。I  ♡ 大成荘 

９．2013年2月24日～25日 じいじにスキーに連れてきてもらいました。子供達は3

回目で少しずつ上手になってきて、すごく楽しんでいます。ここは「大成荘」いい所

なので、今度はパパもいっしょに行きたいと思いました。（ARK  様） 

10． 3月23日（土） 今日は大成荘に来ています。犬はペットホテルにあずけていま

～す。とても静かでバッチグ～(̂ _^) じゅくで忙しいけど余裕があったらまた来たい 

っす！！ 

11． きょうは、スキーにいきました。2月にはじめてスキーができました。今日はス

ピードが早くなりました。今日は足がちょっとつめたくなりました。 

12． ４月１３日（土） 今日は満天の星空。オリオン座、北斗七星、北極星等々、よく

見え大感激です。良かった！！ 高遠の桜も満開！！Good  timing！！ 日頃のお

こないが良いのでしょうか…。 朝早い出発で、渋滞にはまることなく行動でき、

高！！ 明日も良い天気でありますように！！ 

13． 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１番近くにあって、結構遅くまですべることができて、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♪ 

14． 2013．2/20 多摩平住民 今冬4回目の大成荘訪問です。シャトレーゼとサンメド

ウズを行ったり来たりです。トシ（８３歳）を考えて、初級、中級コースをのんびり、

ゆったり楽しんでいます。 以前は乗鞍の日野山荘へ足繁く通いましたが、ここ数年、
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大成荘に切り替えて日野から近い八ヶ岳にも格好のゲレンデがあることを知り、大成

荘に感謝、感謝…です。 今冬は雪も多く、やや固めにしまっていて、「ゴクラクス

キー」に、もってこいです。スキー歴６０年になりますが、あとしばらくガンバリま

す。 

15． 2013．3.17 玄関前での天体観測は楽しかったぁ～。色々説明をしていただいて子

ども達も大喜び！！素敵な思い出になりました♡ 

16． H25年4月13,14日 1泊2日で高遠の桜をみに来ました。始めは咲くかどうか心

配だった桜。旅行の日がせまるにつれ、散らずに待っていて…と。自然ってわからな

いですね。 天気にも恵まれ、桜も笑顔で出迎えてくれ夜は満天の星空と素敵なガイ

ド…良かったです。 食事もおいしくいただきました。 

17． 2013年4月5日・6日 はじめて大成荘に来ました。日野市民になって20年。な

かなか利用出来ませんでした。桜の時期にこれて良かったです。あちこちできれいな

桜を楽しめました。こんな歳になって知った大成荘。これから利用させていただきま

す。すてきなひとときをありがとうございました。 

18． H25年2月23日（土） 今日は家族でスキーに来ました。サンメドウズ清里で、

すべりました。ほとんどソリでしたが…。お天気もよく楽しかったです！ 

19． 3 月 2 日土曜日 きょうはごはんをたべたり、おふろにはいったり、たのしかった。 

ゆっくり、すごせました。ありがとうございました。 

20． 3月23日（土よう日） ドライブインでおしゃべりくまちゃんゲット！サンメド

ウズでスキーをしました。はじめてだったけど、じょうずにできました。たのしかっ

たです。でもよるにきもちわるくなり、夕ごはんは、たべれませんでした。ざんねん。

でも、おふろははいれそうだった(̂ _^) おふろから出たら友だちのへやにあつまって

あそんだ(̂ _^)たのし  

21． 3月23日（日よう日） たいせいそうにスキーに行ったときに、ともだちといき

ました。 

22． H25 年 4 月 14～15 日 高遠のすばらしい桜をみて、大成荘にお世話になりました。

食事も良くて、とても良かったです。来年も是非この時期にお世話になりたいと思い

ます。 
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23． 

 

24． 友だちとスキーにいきました。たのしかったです。スキーの先生からリフトに乗っ

ているときこんなはなしをききました。このスキー場でリフトに乗っている人が、ス

キー用の靴と板がおっこちたと言うはなしをききました。とてもおもしろかったです。



 - 5 -

その人は中学生でした。バッチをもらえるテストにごうかくしました。ラッキー。

バッチがとてもきれいでした。一日やる人でバッチをもらうテストだったから、ほか

のともだちは一日じゃなかったので、少しだけじまんをしてみました。大成荘はまだ

ゆきがあっていいなあとおもいました。もしも、東京にもゆきがあったら、そのゆき

でスケート場をつくりたいとおもいました。大成荘のごはんはとてもおいしかったで

す。ママが、ふつうのホテルはこんなチーズフォンデュはでないと、いっていました。

すごくおいしいなあと、おもいました。じつは、おたんじょうびにもチーズフォン

デュをたべました。おこさまランチのデザートも一日ごとにかわっていて、おいし

かったです。大人のデザートもおいしそうだったです。スキーでがんばったので大き

いわたあめを100円でかってもらいました。おいしかったです。ともだちのへやでウ

ノをしました。ともだちにおしえてもらって、できるようになりました。 

25． またいきたーい。ゆいより♡ 

26． 団体棟に初めて泊まりました。お安く泊めていただき、本当に助かります。ただ、

有料（1時間200円とか…）でも良いので、せめてテレビだけはあればいいなと思い

ました。子どもが寝た後、ゆっくりした時も、何もないので、せめてテレビはほしい

な…と。 

27． 2013年3月23日～24日 23日。この日、私の誕生日だったので、ここに来まし

た。姉は行ったことがあったので、おしえてもらいました。この日一番楽しくできた

事は、バドミントンです。お母さんともやりました。お母さんは昔、バドミントンに

入っていたので強くかんじましたが、いい対戦相手でした。お母さんは上からはねを

入れて、とく点を入れるさくせんでした。お母さんは強かったけれど、とても負けな

いようにいっぱいやれてうれしかったです。なかなかほかのところにはないので、と

ても楽しかったです。 楽しい。また来たい。 

28． H25 3月29日～3月30日 YUZUゆずLOVE スキーたのしみ！ ハライチ

うけるわー♡♡ バレエの発表会だったからきぶんてんかん♡ サントリーの工場くさ

いけどジュースのめた。ラッキー♡ 

29． H25.3.31－4.1 エイプリルフール  カメムシ、まじで出ます。気をつけてね。 

30． Febrary 16th こんばんは 中１のS・I and 小４u.r です。今日は午前、午

後スキーをやりました。楽しかったです。その後ここの宿舎に泊まりました。部屋が

とても広くすごしやすかったです。多目的ホールでの遊びは 高でした。  
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31． 
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32． H25 3/9・10 イエーイ！！今日は家族、友人の家族2組でシャトレーゼのス

キー場に行って、とまりはココ！！ ここ、すっごくべんりー！ありがとうござい

まーす！！ たのしかった～！！ 

33． 2013．3.9（土）快晴 ☼ ～1泊2日～ 今日は一泊二日で家族と友達とスキーへ

来ました。天候にも恵まれよかったです。（めぐまれすぎた） ゲレンデがシャー

ベット状で滑りにくかったでーす。ちなみにスキー場は「シャトレーゼスキーリゾー

ト八ヶ岳」です。スキーは今年は3回行ってます。山だから花粉は平気！と、思って

いたら、ちょーヤバかったんです…。マヂうざーい。 毎年きているんですが、一番

のお楽しみは、やっぱ「スキー！」って言いたいところなんですけど…、朝食デース

♡ バイキング大好き～！ デザートがまず 高ｗｗ  ハイッ！ここで自己紹介。

13 歳（中学 1 年） 家族構成…父、母、姉、私、弟  部活…陸上競技部（長距離） 

プチ情報…シャトレーゼパンはメッチャウマッ！！ 

34． 2013．2月23日（土） 雪☃ 3年生です。（9才） 私は、今日はじめて大成荘

に来ました。今日はじめてのスキーだったので、キンダーレッスンを受けました。で

も、やさしくみんなに教えてくれたので、スキーがすべれなかったのが、なんと…す

べれるようになりました。♪ しかも、もうリフトに乗って上からすべれるようにな

りました。スキーはとっても楽しかったです。朝も、昼もごはんがとても美味しかっ

たです∮ 3時になって、トラとパンダがおかしをくれるのも楽しかったです。パン

ダがころんでとてもおもしろかったです。スキーは1日ずっとやってられるなと、思

いました。(^_^) 

35． 2013年3月9日（土）☼  今年初めての大成荘でーす。今日は家族できました。

今日は八千穂高原のスキー場でスキーをしました。明日は？でスキーをします。いま

いちです。 

36． 2013年3月24日（日） 今日で3回目の大成荘です。家族とおじいちゃん、おば

あちゃん、そして、おばちゃんとふたごで行きました。卓球のやるところ、ぼくたち

が何回も卓球をしていて、弟が「にいに、さいごにおねがい。」と言って、全部合わ

せたら10回ぐらいいっています。8回目ぐらいの時にカウンターへいったときに名

前を書いたら「部屋番号は２１４でお願いします。」と、言ってくれたので、お父さ

んとお母さんが笑っていました。卓球がとても楽しかったです。また、行きたいです。

3日間とまったのでとてもうれしかったです。バドミントンもやりました。あんまり
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上手じゃないので弟に負けました。悔しかったです。でも、卓球は勝ちました。うれ

しかったです。お父さんとやったけれどとても強くて負けてしまいました。また、今

度いっぱい、いっぱい満足するまでやりたいです。 

37． ☆2013.3月16日（土）～3月17日（日） 10年振り訪れました。日野市の学校

に通っていたので、宿泊するのは 2 回目ですが、久しぶりに童心に帰ることができて、

とても幸せな気分にさせてくれました。外観はうっすらと記憶に残っていますが、中

の様子が昔とは違い、オシャレでとてもキレイだったのに驚きました。天気も良く、

当時の思い出もよみがえり、学生 後のとても良い思い出となりました。スタッフさ

んの対応も非常に親切、丁寧で、とても良かったです。近くには農場や美味しいアイ

スクリームなどが売っているお店もあって楽しめる場所がたくさんありました。今回

は小学生の頃を思い出し、とても充実した時間を過ごすことができました。機会があ

れば、またつかわせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

38． 2013 3/21～23  2泊の旅でスキー場に行きました。半日だけでしたが、十分楽

しめました。今回はレンタカーで旅をしました。夜の道は東京と違い街灯がなく、と

ても暗くて怖かったです。鹿注意の看板は大切だと思いました。本当にでてきたので

驚きました。 前回は外にテントをはり、キャンプのようでした。今回は部屋を借り

ました。どちらもよかったです。次回は東京から車でこれたらいいと思います。 

39． 2013.5．2～5．3 今回で3回目！！！ やっぱり大成荘は楽しい！！！ 4人家

族で来ました！！ 1日目は夜だけであまり楽しめませんでした…。でも、「2日目、

はっちゃけます！」はりきっています。だからぐっすりねむります！そういえば、毎

回思うのですが、なんか、大成荘が日野市がもっているということをあまり理解でき

ません。GWだから、こんでんのかなーと思ったら、ここまでの道はそうでもありま

せんでした。なにか理由があるんでしょうね…。（１１才です！） 

40． 今日は1泊2日できました。ここに来る前にイチゴ狩りに行きました。わたしのへ

やの目の前にはこいのぼりがありました。すごくしずかなへやでわたしはとてもきに

いりました。ここまでくるのにすごく時間はかかったけれど山がみえたり、ふじ山が

みえて、とてもうつくしいけしきでした。おふとんはとてもふわふわで、きもちよ

かったです。ごはんもおいしくてとてもまんぞく(^_^)。おふろはとてもきもちよく、

さっぱり！！ 今日をあわせて７～８回ぐらいです。やっぱりここはとてもたのしい

ですね。またきたいです。 
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41． 
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42． 2013 4/3 今日はひさしぶりに、とまりにきました！！来る前にみのぶ山に行き

ました。帰りには、しんげんもち工場とつりに行く予定で～す♥ 世界遺産おめでと

う～！！大成荘はいい所がいっぱいあったな～。 たとえば…ごはんは、とってもお

いしいし…、ふとんはふかふかで、いつでもねれるぐらいのやわらかさ。それに大成

荘のお風呂はすごく気持ちよくて、ちょうど今日はしょうぶゆでした。またこよー。

この部屋から（２１２）富士山が見えるのを初めて知ったよ～。次は夏休みも来たい

な～。 

43． ５月５日 これでわたしは、大成そう約３回目。今年の５月８・９日は八ヶ岳移動

教室だけど、大成荘にとまれないのはざんねんです。またいつかきたいです。 

44． 2013．5/5～5/7 何回も利用させていただいています。新緑、山桜がきれいでした。

5/6、今日は連休も終わり、お客さんもすくなくなりました。いつも気持ち良く、楽し

く利用させて頂いてます。（旭が丘 住人） 

45． 4/28 GWです。今日は近くの牧場広場に行って、えさやりと、わたあめ作りをし

たあと、テニスをしてきました。 －牧場広場－ えさやり…うさぎとやぎとポニー

にえさやりをしました。特にうさぎは夢中で食べてて、かわいい♡♡ わたあめ作り…

わたあめを実際につくりました！甘くておいし～い。 －スプリングテニス場－ 運

動は苦手だったけど、前回よりできた！明日もたっぷりがんばります☆ －大成荘に

て－ 卓球をしたり、トランプや将棋を楽しみました。星空もすごくきれいで、おど

ろいた。いい天気で本当にラッキ～(^_^)  以上、今日の一言でした。 

46． やっぱりGWは旅行ですな～。 今日、4月28日は、良い旅行びよりでした。ま

ず、一番 初にいった所は、PM12：00 馬とうさぎに、にんじんのえさをあげられて、

ふれあえる場所に行きました。その場所はかなりぼくの中でのおすすめです。

PM14：00にスプリングコートに行きました。 やっぱり八ヶ岳は 高。 

47． 5・3金 GW後半戦！（1日目） 日野市多摩平在住、小６です。今日は10時に

家をでたのに、ここについたのは4時！ 長旅おつかれ…。（自分に（笑）） 今日は

どこにも行っていませんが、明日はいろいろ行く予定です♪ 大成荘は、いつ来ても

楽しい☆＆ご飯がうまい(^_^) 前も来たけど、変わらず楽しかったです♪ 大成荘っ

て、やっぱいいよね。また来たいな～。それでわ 。 

48． 4 月 30 日～5 月 2 日 夏休みやゴールデンウィークに利用させて頂いております。

高原の空気もお宿のお食事もとてもおいしくて来るたびに豊かな気持ちになります。
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「美し森」は、標高１４７０ｍ。短い山登りですが、息が上がります。すばらしい景

色と、ソフトクリームをはげみにがんばります。今時はまだ桜の花も咲いておりまし

た。 

49． 5月6日～7日1泊 清里駅～大成荘まで、70才近い2人が歩いてきました。空気

も良く清泉寮でソフトクリームを食べ美しの森まで歩き、楽しい会話でした。又、来

年も一つ年を重ねて、元気で歩いて大成荘に来ることが出来る様にと願っています。

食事も大変おいしく、スタッフの人達の笑顔も 高でした。有りがとうございました。

おいしい空気を沢山吸って、又明日から元気に頑張れそうです！！ 

50． H25.4.29（月）休日 こんにちは。 主人と二人で来ました。先日大病をしました

主人と、少しゆっくりしたいと思いまして。おかげ様で元気になりました。今日は1

泊して、明日ゆっくり帰ります。大成荘は今回で４～５回目です。いつも夕食は楽し

みです。次回は娘一家、息子一家、全員で10人で、ぜひこれたら良いですネ。連休

なのに、予約できたのはラッキーでした。主人68才・私36才（66才）です。いつ

も孫には36才と言ってます。 

51． 星がすごくきれい☆でした！！ きれいですごくビックリしました。エレベーター

や受付の所に「カメムシちゅうい」と、書いてあるけど、本当は出てきません！！た

ぶん…。 山の中なので、あしながばちや、スズメバチなどが出ます。きをつけ

て！！はじめてだったので、きんちょうしたけど、すごくたのしかったです。またき

たいです！！ ♡♡Kanon♡♡ 

52． H25.4.21 4月21日清里大成荘に2泊3日の予定で宿泊しました。 前日から

降った雪で道路も山の木々も冬に戻った感じでした。めったに目にすることの出来な

い景色で山の肌、木々は餅花の様に美しかった。陽に当たるとバレエに出てくる「コ

ンペイトウ」の様な金属的な音がする。（くるみ割人形）キラキラ光って幻想的だっ

た。その上、大成荘の方々の食事、色々な気配りに感謝いっぱい。十年位前にこちら

に一度来ていましたが、今度も又、楽しい旅となりました。ありがとうございました。

又、来たいと思います。 

53． お世話になりました！！ 小学5年生の時、八ヶ岳移動教室でおじゃましました。

今年は受験生です（泣）妹が今月中におじゃまします。よろしくおねがいします。ご

はんもおいしく、量も多く満腹で満足です♪ また利用します！！！ 

   こんにちわ～ 私は前ページの妹です。5月30・31日学校のみんなととまりにき
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ます！よろしくおねがいします。 

 


