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平成２５年１１月～２６年２月 

（順不同。用字については原文のままとしました。） 

１．  １２/３１ おはようございま～す！ 今日はおおみ

そかで、紅白歌合戦を見ています。大成荘のごはんは

すごくおいしいです！日野で～す！（ｂｙ M．T 様） 

２．  2014.1．2 みなさん、こんにちは！ 私は小 6 の女

子です。今回はスキーと買い物に行きました。今回で大

成荘に来るのが、２４回くらいですね。私が 3 才の時

から泊まらせて頂くことになりました。ここのご飯はす

ごくおいしいと評判です。あと卓球やバドミントンなど

もできて最高です。あと、前来た時は流れ星☆も見えま

した。たぶん今年また来ると思うのですごく楽しみです。 

３．  2014.1．6 こんにちは！ 私は姉の 4 年と妹の 2 年でーす。今回はスキーをしました。

スキーは 2 回目です。また来年もきたいです。ほかにも、卓球、星を見ました。とても

きれいでした。 

４．  お風呂に入るのがたのしかったです。 

５．  お布団がふわふわできもちよかったです。おふとんがきれいにしいてあって、きもちよ

かったです。 

６．  １２/２９（日） おふとんがとてもきもちよかったです。ふとんはふわふわでよかっ

たです。ほしがぴかぴかできれいだったです。 

７．  2013.11．2（土） 朝 5 時起きで、久しぶりに善光寺に行って来ました。ちょうど七

五三の時期で可愛い子ども達に会い、心が和みました。昼食は信州名物、十割そばを食べ

ました。とてもおいしかったです。その後、郵便局（大門前）の隣の木の花屋（漬物屋）

でおいしいお茶をいただきながら（もちろん試食もして）漬物を買いました。帰りは上信

越自動車道に入り、佐久北を出て、国道１４１号で小海線を横に見ながら、大成荘に到着

しました。（西平山 主婦 様） 

８．  25.11．15（土） こちらにお世話になる時は、いつもきょうだい旅行で訪れます。子
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も孫も関係なくきょうだい夫婦と云う事です。 今日はあいにく雨で予定変更になり、

びっくり市㈱ヤマホ青果さんや、おいしい市場等、果物・やさいの買物をしました。おい

しい夕食をごちそうになり、一泊の心のやすらぎをさせていただこうと思います。明日の

予定を立てながら…（日野新町 仲良しきょうだい 様） 

９．  26.1．2（木） 大成荘にお世話になるのは、何回かわかりませんが、5 年ほどになり

ます。今回は家族 3 人でスキーに来ました。しかし、娘が高校受験を控えている為、（娘

と母親は）部屋で正月勉強をする事になりました。私、父親は 1 人でスキーをする事に

なりました。来年は是非3人で滑るのを楽しみにしています。 がんばれ 娘！！ 

１０．  1/13 ここに来る前は、道路状況が心配でしたが、除雪してあり、無事着くことができ

ました。冬の季節にしては晴天に恵まれ、雪を頂いた山々はすばらしいの一言でした。来て

良かったと思います。料理もおいしく、御馳走さまでした。また違った季節にも是非来たい

と思います。ありがとうございました。銀装別天地 放眼思無窮  

１１．  12/27（金） 初めて大成荘に来ました！！  スキーをした時、一番てっぺんまで

行った時、すごくこわくて何回もころんじゃいました。けど、さいごまで行けることができ

たので、うれしかったです。でも、やっぱり、あれはこわかったかな…。 心のこもったお

もてなしの数々。お鍋の椎茸、グラタンの南瓜、豚角煮、じゃが芋、デザート etc… 絶

品！！ とてもおいしかったです。ごちそうさまでした。 

１２．  H25 ・12/28（土） 今年もサンメドウズ清里にスキーに来ました。朝からものすごい

強風でしたが、午後にはおさまり楽しめました。小 4・娘はスキッズキャンプ・ブロンズで

練習中です。 大成荘、今年もお料理おいしかったです！また来ます！ スキー場に「サク

ライザー」が来ました。ホットチョコの無料券やガチャガチャをもらいました。 

１３．  1/4 土曜日 たのしい。  夕食朝食、とてもとてもおいしかったです！ 思い出たく

さんのお正月になりました。 ありがとうございました！！ 

１４．  11/ 10（日） わたしは 3 回目です！！ ありがとうございました。（小 2 娘）   

※ スタッフの皆様がとても親切で気持ちよく接して下さって良かったです。また来ますね。

お食事も美味しかったです。ありがとうございました。 

１５．  12/29（日） H25  富士山が見えてとてもきれいでした。今は冬休みで、スキーの

シーズンです！！年賀状も書きたいと思っています。次に来るのは 3 月、今回は家族と来

ましたが、次は友達の家族も合流です。夕食もおいしいので楽しみです。 

１６．  
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１７． 11/10（日）わたしは 3 回目です！ ありがとうございました。 ※スタッフの皆様がと
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ても親切で気持ち良く接してくださって良かったです。また来ますね。お食事も美味しかっ

たです。ありがとうございました。 

１８． 2014 年 1/11（土） 日野市仲田小 6 年 今日もシャトレーゼのスキー場に行きました！

その後に大成荘に行きました♡ 私は大成荘は 3 回目で、そのうちの 2 回目と 3 回目（今日）

は、このパターン（シャトレーゼのスキー場からの大成荘）。ご飯もおいしく、サイ

コー！！こんな家があったら…なんて思ったり。ｗｗ また来年も多分このパターンで来ま

す！♡♡  みんながこんな風に書いているのは全部スタッフの皆様のおかげです！ありがと

うございます。また来ます。♡♡♡ またヨロシクです♡ 

１９． 2013 12/30～12/31 今日八王子からやつがたけまで車で来ました。ごはんの時間が来

て、ワクワクしていてごはんを食べるとき、ごうかですごく多かったです。食べきれません

でした。部屋に行くとふとんがしいてあったのでびっくりしました。2 回目だけど 1 回目の

ように楽しかったです。行く時にふじ山が見えてすごくきれいでした。部屋がすごくきれい

ですごくごうかでした。また行っておいしいりょうりをきたいしています！！ （私の家ぞ

くとお母さんの姉の家ぞくとおじいちゃんとおばあちゃんとママの弟で来ました。） 

２０． 2014 1 月 4 日 ２０４ごうしつ はるな様  日野からくるまできましたー！ひま

だったので、ぼけーとしたりねたりして、ここにつきました。スキーをすべってきました！

チョータノシカッタ―☆ だけど手がいたい…。おふろザブーン！きもちよかったな♡ 1

日、早いですね。あしたかえります。またね。ちなみにともだちときました。 

２１． 1・11 土 今日は大成荘に行きました。夕方から来たので、今日はそのままねて、明日、

スキーをすべりたいと思います！！ だけど、手をけがしているので、はやくなおしたいで

す。あと、あと、夜おそくまで、enjoy したあい。とっても楽しかった。今は 12：58 だか

ら、あと 2 分で 1 月 12 日・日ようになる。はやくスキーやりたああい。 あと車で来る途

中で！！しかを発見しました。ちょうベストショットで、写真をとれました。あしたは、た

くさんすべりたああーーい。 

２２． 弘田、神保、さとう、今西です！ 弘田…私は日野の小学生です！！たいせいそうにくる

のは 2 回目です～♡ たいせいそうはご飯もおいしいし、おへやもきれいなので大スキです

♡♡これからたのしみたいとおもいます！！では、バーイ。 神保…私も弘田さんと同じ小学

生です！そんでもってたいせいそうにくるの３かいめです～☆たいせいそう大好き♡♡これか

ら楽しみます。そして今日は夜、ねたふりして「まくらなげ」楽しみ～～。佐藤…わたしは

学校のしゅくだいはきらいだけど、あそぶのはだいすきです。たいせいそうにとまって、す



 - 5 -

ごくたのしい思い出になりました。 ❀今西❀…今、夕方の 3：54 です。今日の夜がとっ

ても楽しみです。今のところ、夜に人生ゲーム、まくらなげなどをやるよていです。早く夜

になってほしいなあ～。私は一番人生ゲームがたのしみです。たいせいそうに来てよかった

な～～！！ 

２３． 2013 年 12 月 14 日（土） 日野市に 10 才の時から住んでいますが、（途中 11 年ほど他

県に住んでいました。） 今回初めてこの大成荘に宿泊する事ができました。とてもきれい

で、かわいらしく、なんでもっと早く利用しなかったのだろうと、思っている。２３です。

12 月の八ヶ岳・清里も初めてです。日野市も結構、東京にしては寒いですが、やっぱり寒

いですねえ。でも、でも…八ヶ岳は大好きなので来て良かった！！ また来ます♡ ヨロシ

クお願いします。 同じく清里には一緒にしばしば遊びに来ています。大成荘は昔から知っ

ていたのに、建物を見たのは今年 9 月が最初。通りすがりでした。今日初めて宿泊します。

きれいで、公共サービスも充実していて、食事もおいしくて全員満足です。また来たいです。

よろしくお願いします。大成荘さん。 

２４． 平成25年12月21日（土） 日野市に住んでいる姉妹2人で書きます。7：00とう着。 

長い車の中の旅がやっと終わりました。やっと大成荘にとう着しました。 7：10 夕食。と

てもおなかがすいてごはんがとてもたのしみでした！ そしてとてもおいしかったので、つ

いいっぱい食べちゃいました。 9：00 お風呂 ちょうどよい湯かげんで、ゆずのにおいが

とてもきもちよかったです。明日も楽しみです！ 

２５． 平成26年1月11日 三沢中1年チョコレートコーティングより  Happy new year. I 

came to here to play skiing.  Every year , I come to here.  I like “Thaiseiso”  because 

the dinner is very dericias.  So,I’ve come here about ten times since I be By the way. 

２６． 平成 26 年 1 月 12 日（日） 初めて利用しました。雰囲気が良く、スタッフの方もとて

も親切でした。スキー場から近いのでまた利用したいです。 

２７． 25.11．3 紅葉が美しくはじまりました。3 日、午後 3 時前に到着致しました。三回目の

利用です。早く到着したのに、あたたかく受け付けて下さいました。土産物を選んでる時も

廊下ですれちがう職員のひとたちみなさん、やさしい笑顔で挨拶して下さいます。いつもと

変わらぬ接客に、ああ、癒されます！！～～。と、感謝。夕食の豪華さ、朝食のバイキング

の品数の多さ…。フルーツ、チーズフォンデュ等々、娘夫妻、孫共々おいしくいただきまし

た！！ご馳走さまでした。お世話になりました。感謝々々。（岩田 様） 

２８． 今日はシャトレーゼのスキー場に行きました。ケーキがおいしかったです。雪質もよかっ
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たです☆☆☆ 平日のせいか、すいててよかったです。 

２９． 今日はスキーに行きました。ぼくはスキーがひさしぶりだったので、すっごくこわかった

です。 

３０． （よるごはん）ごはんを食べたあと、おなかがすっごくいっぱいです。いろんなものを食

べておいしかったです。へやにかえって、すぐねてしまいました。スキーをして、いっぱい

たいりょくをつかったので、それはそれでいいと思います。  （昼スキー）ぼくはまた今

日もスキーをしに行きました。きのう食べた食べ物がおもいです。ぼくはさいしょストック

のことを、トングと、言っていました。そのうちストングと言っていたら、お父さんが「ト

ングじゃなくてストックだよ」とおしえてくれました。楽しかったでーす！ 

３１． 1/4 スキーたのしかったでーす。 

３２． 2013.11.2～3 きょうはりょこうにきました。ごはんおいしかったよ。いまからアイスた

べてきます。  先日５才になった娘が書きました。天気が良く、紅葉も見れてとても楽し

かったです。 

３３． 2013.11.4 朝 ①感想…今まで何度か利用させて頂いていますが、以前より食事が良く

なったような気が致しました。  ②要望…屋外用サンダルまたはゲタ等を！！入室後

ちょっとした用事に車に戻ることがあったりします。その際、わざわざクツをはくのは

ちょっと面倒です。サンダル等が玄関に用意されていれば便利だと思いました。（山浦 様） 

３４． 2013.11.24 朝 ☆早朝、美し森展望台、とってもおすすめ！！（注）美しの森ではな

い！！ ご来光と富士山、南アルプス、八ケ岳全て素晴らしく見えますよ！！（加藤 様） 
３５． 12/23（月） おふろきもちい♡ あったかい♡ ゆずすき♡ （しきほ 様） 
３６． 2013 年 12/29（日）～12/31（火） 今年で大成荘は 2 回目！大成荘のいい所は…♡ご飯

がおいしい♡ 朝はバイキング。おすすめは和食！  ♡時間をわすれて、ゆっくりできる♡

一ぱんとうでは時計がない！？ ♡自然がたくさん♡冬は雪がつもって「白い雪の世界」  

♡お風呂がきもちい♡遠い所から来たときは、おふろにはいってつかれをとって…。寒いふゆ

にはぴったり。 
３７． 12/31（火） ホテルはたのしいけど、おもしろかったです。 げんきくんとみらいちゃ

んがあそびました。たのしかったです。たのしい一日になりました。あしたはどんなことが

あるのかなー？たのしみです。ありがとうございました。すごくおいしいごはんをつくって

くれて、ありがとうございます。きもちいふとんでした。 
３８． 12 月 31 日（火） ホテルでいろんなものをしたり、いろんな本をよんで、たのしい本



 - 7 -

ばっかりでした。おとうさんとおかあさん、ほんとうにつれてきてくれてありがとう。また

きたいです。あそびもいっぱいあって、たっきゅうとかばとみんとんとかいろんなあそびが

ありました。とてもたのしかったです。また、つれてきてほしいです。 
３９． 12/31（火） ごはんはおいしくて、遊ぶ所もあってとても楽しかったです。 今日は年

越しそばも食べてとても楽しかったです。おふろもきもちよかったです！ 良かった所・お

ふろ・遊ぶ所・ご飯・とまる所・トイレ・本を読む所などです。また今度ぜったい来ます。

（小学5 年女子 様） 
４０． 1/4（土） たいせいそうさいこう！またぜったいくる～～！（小3男子 様） 
４１． 1 日目：お家もわふうで、すごくおしゃれでびっくりして、いごこちよかったです！2 日

目もたのしみです！♥☆ 
４２． 2013 年 11/5 たっきゅうが楽しかったです。またきたいでーす。来年も来たいです。お

ふろもとても気持ちが良かったです。夜、星も見ました。天の川みたいなのがありました。

すごくきれいでした。 
４３． 2013 年 12/14~12/15 初めての大成そう！！とってもたのしー(^_^) テレビをみたり、

雪をみたりしたよ！来年は八ヶ岳でいどう教室なのに…。4 組もあり、他のところでとまる

ことに(-_-;) すっかり家モードでごく楽、ごく楽。今年冬、初めてのゆきもみたよ！また

とまるぞー！！ごはんもおいしー！ 
４４． 2013：12 月 21～12 月 23 2 はく 今日は 3 家族で大成そうにきましたー！！これで大

成そうにけっこうきました。＜1 日目＞スキーをして、スキーをしたつかれを大成そうのお

ふろでつかれをとったり、ゴハンで元気になったりしたよー！！⇒ぐっすりねむれたよ ＜

いよいよ最終日＞元気に朝ゴハンを食べてレッツ GO！！今日行くところはスキー、サンメ

ドウズ？足がいたいよー  かんこう各所？萌木の村？ サンメドウズに決まった。でもが

んばるぞー おー！！ また来るよー。来週来るよー。大成そうのみなさん～ありがとう。

でもまたくるよー。 
４５． 2013．12/29 家族 4 人で来たよ！！ゴハンもフロもスキーもすべってまんぞく！！ふ

じ山もみれた！ 
４６． 大せいそうは、ごはんもおいしいし、トイレもせいけつですごくまんぞくです。またぜひ

きたいです。 
４７． 12/22 ともだちのおとうさんがころんでこっせつしました。ともだちのおかあさんがめ

んどくさくなって、あきれました。きゅうきゅうしゃがきました。すわるばしょをまちがえ
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ました。おもしろかった。 
４８． 2014 1/5（日）1 泊 あけましておめでとうございます。2014 年のえとは馬年でー

す！スキーをやりました！！ 
４９． 2014 1/2 今日はスキー場に行き、スキーをしてきました！！家族 5 人とっても楽しみ

ました。サンキュー！！そしてメンタール！！ 
５０． 11/3~4 ♡大成荘♡ 毎年来ていますが…。やっぱり、あきない！ だから住みたーい！

（ムリだけど…）ゴハンもおいしいし、バドミントンなどできるし、ちょー楽しい！（で

す！）I ♡ 大成荘！ 
５１． 11/9 初めての大成荘。やっとこれました。心のこもった食事と体に優しいお風呂。最

高でした。次回は娘達3人と孫6 人楽しみにしています。 
５２． 1/4~5 たのしかった！スキーもたのしかった！友だちがいてよかった！来年もまた行き

たいな！親におねだりしよう！♡ これるようにがんばろう！大成荘 
５３． 1 月 5 日（日）～6 日の朝まで泊まったよ～！！ ごはんおいしかったよー。おふろも

ちょーよかったよー。ねみー。本当にねみー。死にそうだあー。笑  夜ごはんも朝ごはん

もおいしかった～。 スキーもたのしかった。夜の 9 時 NOW→すきーしたからつかれたの。

さいならー。おふろ、よかったよー。 
５４． TO 大成荘さん どーも、こんにちわあ！ 日野在住のじゅうみんで～す(^_^) ふろよ

かったよ～ぅ(^_^) ごはんもよかった～！！ もうサイコー！！ じゃあ、また来たいで

すね！さいなら～ 
５５． 大成荘のスタッフさんへ 1.11（土） 日野市七生緑小学校のものです。姉妹でかきま

す！！これで大成荘をおとづれるのは、5 回？いや 6 回？きすぎてわからない～。でも、来

る時はいつもたのしみにしています！！（おふろの後の卓球サイコー♡）ｗｗｗ  それに、

それに…一番楽しみなのは…やっぱりごはん！！ いやーいつも、おいしくたべさせても

らってます。（おいしーおいしー♪）デザートはべつばら！んも～おなかいっぱいでも、た

べられちゃう！！ しかも部屋からのながめサイコー♡ もう、気分そうか～い！！！あと、

なんといってもおふろ！！もう、ひえた心も体もポッカポカ♨ 卓球とかオセロとか、バド

ミントンがあって、雨の時でも中で遊べるから、いつでもたのし～い♡ そんな大成荘、私

は大好きです！これからもおせわになると思うので、ヨロシクお願いします！  ここから

は妹が書きます。 私は大成荘が大好きです。理由はおふろ、ご飯、部屋、卓球などのもの

がとてもいいからです！！ 今日の夜に来たのでごはんはたべなかったけど、おふろにはい
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りました。とってもきもちよかったです。部屋はとてもきれいです！！ 卓球もやりまし

た！！とても楽しかったです。I ♥ 大成荘！！ 
５６． H25.12.22 こんにちは！！ 今日はスキー場に行きました。すごく楽しかったです。あ

と昨日、小ぐま座流星ぐんを見ました。私の 2 人の友達も見たと言っていたので、本当だ

と思います！ たいせいそうはご飯もおいしいし、卓球などもできるのですごくいいと思い

ます。毎年くるのでよろしくお願いします。（ｂｙ M・T 様） 
５７． 2013 年 12 月 30 日 今年もこの季節に大成荘にこれてとても幸せです。時間が経つのは

あっという間で、家族で過ごす時間がなかなか取れないので、この季節に家族でスキーに行

けることは重要なことです。大成荘で家族 3 人で卓球をしてめちゃくちゃなルールでした

が、勝負、関係なく、何回続くか、とても楽しい思い出が出来ました。スキーは初めてシャ

トレーゼスキー場に行きました。いつも、サンメドウズに行っているのですが、シャトレー

ゼはサンメドウズより少し急なコースでした。初め息子はちょっと戸惑いましたが、結局リ

フトに何十回か乗って楽しめました。息子が少しずつ成長していく姿を見てうれしいような、

少し寂しいような心境です。あと何回来れるかわかりませんが、この時間を精一杯楽しんで、

いい思い出を作りたいです。 
５８． 2013.9．6 またまたまた…来させていただきました。 いつもおいしい食事ありがとう

ございます。 
５９． 平成二五年 10 月 19 日 日野市山岳連盟、ハイキング会山行、有終の美を飾りました。

八ヶ岳山荘泊数回目、今回一番思い出に残る有情、友情を交しました。又、来たいです。あ

りがとう。 
６０． はじめてきてよかったです。たのしくやったことがよかった。みんなでなかよしだった。 
６１． 学校の行事のあと、ずっときてなかったから、前のこと思い出してドキドキ、ワクワクし

ちゃう♡ 明日からスキーだからおもいっきりたのしみたいな♡ １２/２６のお夕はん、ご

うかすぎでしょ！！おおもりすぎでしょ！！ｗｗ もぉ、とにかくおなかパンパン。ちょ～

おいしかったな。受け付けのところでトランプかりられて、家族でめっちゃもり上がったよ

☆  雪が冷たくて寒いけどたのしすぎるぅ～～♪明日からの２日間、めっちゃたのしむ

ぞぉ～～♡♡ 
６２． 2013.12．30 何回かりようさせてもらってます。長男家族とスキーを楽しみました。い

つも気持ち良く利用させていただいています。希望としては、団体棟にテレビ、ティッシュ

等おいてほしいと思います。 いつも利用させていただいて、ありがとうございます。 
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６３． ぼくは今日たいせいそうにいきました。オセロをフロントでかりてきました。お父さんと

オセロをしました。お父さんにまけました。よるごはんをたべました。テレビを見ました。

たのしかったです。 
６４． 
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６５． 2014．1.26  初めてりようさせてもらいました。まず入るとカウンターの接客がすご

い笑顔でむかえてくれて、うれしく思いました。食事はビックリするぐらいの内容で本当に

この値段でいいのかなと思うぐらいでした。初めての家族でのスキー旅行でしたが、すごい

楽しい日になりました。ありがとうございました。是非また来たいです。（家族 4 人一同 

様） 
６６． 2014 年 1 月 18 日 2 回目の大成荘に来ました。初めての親子二人の旅行です。2 日連続

スキーに行きます。今日はロープウェイにも乗りました。楽しいです(^_^) とっても楽し

い！！ 
６７． 2014.1．18 新年あけましておめでとうございます！！ 今日はサンメドウズというス

キー場でスキーをしました。スノボーと、いっしょではないので、とても安心してできまし

た。スキースクールに入ったのですが、たまたますいていて、先生と１対２の指導ですごく

楽しくすべれました。 大成荘には今回で１０回目くらいです。毎回来てもあきずに楽しめ

ます！！ また来ます☆  私も○○年ぶりにスキースクールに入りましたよ～！（ｂｙ母）

いつもいつもごはんがおいしくて楽しみで～す♡ 
６８． 今日はたのしいことが３つありました。めちゃたのしかったです。（まのはるき 様） 
６９． きょうは、スキーにいきました。ちょっとこわかったです。つぎにたいせいそうにいきま

した。たのしかったです。 
７０． こんばんは～♡ これで 4 回目くらいかなー？（たいせいそうきたの） 今日は、朝から

スキーすべってきました。終わる４：３０まですべっちゃった。たいせいそうはやっぱ「最

高！」です。またらいねん行きます。では、また！？ 
７１． 2014 スキーに行きました！！シャトレーゼスキー場に行きました。たいせいそうたのし

い！！さいこう！！   
   


