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平成２６年２月～２６年５月 

      （順不同。用字については原文のままとしました。） 

 

１． 2014.3.15－16 でんしゃのや

つとかがたのしかったです。スキーは

ちょっとこわかったけどね。でもたの

しかった。 

２． 平成26 年3 月17 日 日野は

最高気温が１５℃前後なのに、ここは

まだ雪が外にはたくさん残っていて寒

い所でしたが、お室も食事もそして風

呂も、さわやかなおもてなしに、大変いごこちがいい時間をすごしました。日野に２４

才まですごしたのにこんな所があるとは知りませんでした。春から夏、そして秋は素適

なところでしょうね。ありがとうございました。 

３． 2014.5.5 仔牛の思い出（匿名希望） 朝早く日野を出発。清里へ快適なドライブ。

大成荘に行く前に清泉寮で遊ぼう。なんと観光客で超満員。快調快調！中央高速！ 仔

牛の清泉寮牧場…仔牛がたくさん牧場にいました。まつ毛が仏像のように長かったです。

噂通りでした。カワイイ。やはり牛の舌はかなり長かった。シャッターチャンス！ と、

その時、本当に仔牛が髪をなめました。（創造話…その時事件は起きた！？大勢の観光

客の眼前で！）もし、本当にカツラだったら、悪夢だった…。 端午の節句、大成荘は

菖蒲湯よかったよ。 

４． 2014.2.22 スキーをしてから大成荘に来ました。とってもつかれた後のお風呂はサ

イコーでした。夕食もとってもごうかでおいしかったです。明日は、オルゴール館と清

泉寮に行くのがとっても楽しみです！アイスクリーム早く食べたいな♪ また来たいで

す！卓球もやりました。とっても楽しかったです。 

５． 2014.3.8（土） 今日、スキーをやってから大成荘に来ました。大成荘では、スキー

の後にいつもバドミントン、卓球をやります。その後のお風呂はサイコーです。 大成
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荘の料理は、どこの旅館よりもおいしかったです。大成荘さいこー。（N,K 様） 大成

荘すごく楽しかったです！！外、雪がすごいっ！！ありがとうございました。（A,K 様） 

６． 2014.3.18～19（火・水） まだ早めの春休み＆平日ということもあってか、今日の

宿泊者は我が家のみ！ 来るまで、そのことは知らず、来てビックリ！！でしたが、

「今日は貸切ですから（笑）」と、あれこれ親切にして頂き、申し訳ないほどでした。

スタッフの皆様とても素晴らしかったです。初めての利用でしたが、ぜひぜひ、また来

たいと思います。 

７． 2014 年 3 月 28 日 29 日に、バドミントンをした。でも、  こんなポーズにしかう

ててない。このあとおふろに入りました。あつかったけどさっぱり！！のんびりしてか

ら寝ましょう。 おはようございます。バイキングはとてもおいしかったです。これで

おしまい。はやかったー。またきたいな！ 

８． 2014.5.5 86 才の誕生日に長男家族と 6 日まで来ました。二度目ですが、今回は一般

棟でとてもきれいなお部屋だったです。天候には恵まれず、景色は霧でよく見えません

でした。数年前には団体棟でしたので、さわがしい時もありましたが、とにかく高齢な

私が、家族（孫 3 人、内成人２、大学生１）と、連れてきていただき、大成荘で誕生日

が出来てとても幸せでした。 ５/５、小学校の修学旅行以来、何度か泊りに来ています。

清里という場所がとても好きなので、安く泊まることのできる日野市の宿泊施設がこの

場所にあることが嬉しいです。今日は子どもの日で、とても大きな鯉のぼりが飾られて

いました。お風呂もしょうぶ湯でした。季節感があっていいですね。 免許とって数か

月、清里まで僕が運転してきました！そういえば、今日はおばあちゃんの誕生日。天気

は悪かったのですが、良い思い出になったのではないかと思います。 おばあちゃん！

いつまでも健康で、長生きで！ 

９．2014 年 3 月 15 日（土）☼晴れ 3 回目の大成荘。この時期に来たのは、はじめてです。

今年は 2 月に東京でも大雪が降り、日野市内の自宅周辺も雪かきに追われ数日間大変で

した！！3 月の八ヶ岳は、どうなっているのだろう…？と、思いながら、来ましたが、

道路はまったく問題なく車が走れて、ただ、道路脇の積み上げられた雪を見て、やっぱ

りスゴイと、思いました。今回の旅の目的の 1 つはスキー。2 年前にサンメドウズに来

た時は、3 才の息子、ソリで雪を顔面にうけて、ダメージを受けていましたが、5 才に

なって行ってみるとスピードは出すし、プラスチックのスキー板なんかはいて、ルンル

ンに楽しんでいました。ほんとに、子供の成長の早さにとまどいを感じつつ、うれしく
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感じます。自分も親として、成長しなければ…と、考えさせられます。大成荘は家族で

癒されますね。これから夕飯楽しみです。 

10． 2014 年3 月21 日（金）☃雪 こんにちは １０５室山崎様 わたしは１才の時から

たいせいそうに来ていました。今、わたしは９才になって、たいせいそうにすごくお世

話になりました。大成荘に来ると、おふろが温かくてきもちいです。いつもいつもここ

へくるとゲームをかりるので、今日はオセロをかりてしました。とてもたのしいです。

今日のごはんは、グラタンがありました。たいせいそうでグラタンがありました。たい

せいそうでグラタンは初めて食べました。〝おいしい″と、びっくりしてしまいました。

今日はふとんへ入ってねましたが、午前２時ぐらいに目を覚ましてしまいました。いつ

ものふとんになれてしまってねられなくなってしましました。もう４月で１０才になる

のに、お母さん、お父さんを起こしてしまいました。よく朝５時、わたしは目をあけて、

トイレに行きました。その後お父さんもトイレにきました。その後、わたしはお父さん

のかたもみをしてあげました。その後にはお母さんが起きてきて、お風呂に行きました。

温かくて、ずっと入っていたい気持ちになりました。そして、朝ごはんを食べました。

朝ごはんはバイキング♪ とってもおいしいです。また来たいです。夜はクラフト教室

もやったよ！！ 

11． 2014.3.30（日） 消費税増税 2 日前！！ 加藤様、日比野×2 様 どーも♡ 車の中

での絵しりとりでーす！！何かわかる？加藤＋日比野ツインズでやったんですっっ♡楽

しかったなー。また夏に来まーす。バイバーイ ありがとうございました。 

12． 2014.4.23 食事もお風呂も大満足です。夕食、朝食共に食べ切れない程の量で、味

も、とってもおいしかったです。星を見るのを楽しみに来ましたが、夜だけ雲がひろ

がって見えなかったのが残念！また来まーす。 

13． 2014.4.28 2 泊 3 日で、大成荘に泊まりました。食事は、本当に美味しかったです。

（特にお鍋） 体育館で、卓球をしました！ 今日もきのうも観光三昧でーす。 ～清

里オススメスポット～ 毎年来ているので、清里のオススメスポットを紹介してみたい

と思いまーす！是非参考にしてください！ ☆滝沢牧場…無料で入れます！時間によっ

ては、牛の乳しぼりの体験ができることもあります！トランポリンもあって、お子様に

はとってもオススメです。もちろんソフトも食べられますよ。 ☆シャトレーゼ…予約

が必要です。（しないと入れません！！）アイスの食べ放題ができます。美味しいです。

工場見学もできるので、子供から大人まで楽しめると思います！ ☆清里駅周辺…SL
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が見学できたり、お土産やさんも多いです。旅行の帰りに寄ってみては？（面白いです）  

☆丘の公園清里ゴルフコース…パターゴルフができます！雨の日だとねれてしまうので、

晴れの日だと思いっきり楽しめます。先着 30 名様はソフトクリーム無料券がついてく

る！！（ミックス・ブルーベリー・バニラ）同じ日に 2 回目に行くと半額になります！

（18 ホール） ☆黒井健絵本ハウス…『てぶくろを買いに』や『ごんぎつね』の絵で有

名な黒井健さんの描いた絵の博物館。売っている絵は原画で、穏やかなタッチが印象的

です。中には絵本コーナーがあり、子供から大人までほんわかした雰囲気になれます。

グッズも売っているので、お土産やプレゼントにも最適です。 ☆ほうとう小作…山梨

県に１０店舗ある、ほうとうのチェーン店。ほうとうはもちろん、嫌いな人でもえび天

ぷら丼やおじや、牛もつ煮など定食もあり、家族みんなで楽しめます。中に入ると、靴

を脱いで、お座敷になっているので、落ち着きます。広々とした昭和レトロな感じの店

内で熱々のほうとうを食べてみるのはどうですか？ちなみに量もたっぽりで、誰でも大

満足です。かぼちゃほうとう、豚肉ほうとう、茸ほうとうなど種類も豊富です。ほうと

うやお菓子も売っています♪ ☆おいしい学校…学校ではありません。パンなどが売っ

ていたり、お風呂に入ったりできます。（タオルは持参して下さいね。）休憩所もあるの

で、お風呂の後、牛乳をのんで、ゆっくりできます。イタリアンレストランが中に入っ

ているので、お食事もできて、大満足！ ☆萌木の村…私の一番オススメの場所でーす。

雑貨屋さんがとにかくステキ♪ 何かんもお店はありますが、どのおみせも個性的で、

いいにおいがします。GW などの観光シーズンには、テンとのおみせも Open して、に

ぎわいます。MAYFAIR というお店の中に入り、どんどん階段をあがって外に出ると、

小屋があって、そこの〝花豆ソフト”を食べます。これが最高！！なんです。絶対に食べ

るべき美味しさだと思います。１回の旅行で３つ食べました！メリーゴーランドはベッ

キーさんや柴咲コウさんの撮影にも使われたみたいです。お散歩するもよし、おなかが

へったらホットドッグやソフトを食べるもよし、メリーゴーランドにのるのもとっても

楽しいです。ぜひ行ってみてください。～清里をまわって一息してくださーい♪～ 

14． 2014.5.5・6（月・火） 私の大成荘での楽しみは… その 1 卓球！！とても楽しい

です。 その２ 料理です！！ レストランみたいでおいしいです。夜は先週（４/２８） 

来た時と全く同じでした。ちょっとがっかり…。 日記今日来たのはゴールデンウィーク

だったので、ここに来るときの高速道路の反対側車線はじゅうたいしていました。帰り

は大丈夫かな。５/５は子どもの日！おふろにしょうぶが入ってました。しょうぶってこ
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ういうにおいなんだ…。 

15． 2014 年 2 月 8 日～9 日 5 回目の大成荘です！ 今日は雪がすごくて朝 7 時に出発

したのに、スキー場についたのは１２：３０！！すごかったです。今日は弟の友達家族

6 組とのスキー旅行☆ 楽しいですが、寒い。 明日はスキーをしてから帰ります！帰

れるか心配。できればもう 1 泊したいです！！ 『大成荘』は対応もよくてご飯もおい

しくて、卓球やバドミントンもできて、「日野市民でよかったな～。」って思います。ま

た家族できますね♡ I♡TAISEISOU （大坂上 S・Y様） 

16． 3 月 8 日～9 日（日） 今日はスキーへ行ったよ～♪（スキーは 2 年ぶりです）うま

くすべれなくて残念！すべれてよかった～！ そりゃースキーは 2 年ぶりだからうまく

すべれねーな。 ひどい～！でもうまくすべれたよ！ どっちなんだよ。それに勉強し

なきゃいけないな。そんじゃがんばれよー。  ってわけで、1 日目終了―。じゃない

よ！でわ、みなさんのコメントを書いてもらおう。 今回で 4 回目の大成荘です。学校

で 1 回、家族で 3 回来ています。そして、初めての一般棟です！目的はスキーをやるこ

とです。明日、帰りますが、ここはとても良いところです。（T・H様） 

17． 平成 26 年 3 月 15 日 たのしかったです。夜は食べれなかったけど、朝はすごくお

いしかった～♪ 卓球や、バドミントンがおもしろかったー（笑）（K・F様 ） 

18． 平成 26 年 3 月 15 日（日） 昨日から 1 泊 2 日で卒業旅行に来ました！！！ ス

キーをやってジャンプができるようになった。ココでゲームもできてすごい良かった

よー。イチゴ狩り行くの楽しみー♡ いってきマース♡ （まなか様） 

19． 2014.3.26 スキーをしに大成荘に来ましたー。もちろん、スキーも楽しみだけど、

大成荘での卓球がスキーより楽しみかもなー。何回来ても卓球はできるし、大成荘で食

べるご飯はスキーの後、つかれているから、おいしいのがもっとおいしく感じられます。

最近は毎年、大成荘に来ているので、旅行といったら大成荘というのが定番になりまし

た！！ 来年も来れるといいな～！！ 

20． 2 月9 日 明日は 10 年ぶりの大雪で大成荘に着くのに約 10 時間かかりました。これ

はこれでいい思い出になりました。途中で雪にスタックした車があり、みんなで車を押

して、運転手が年配の女性だったので、自信はあまりありませんでしたが、運転を代わ

りなんとか脱出できました。困った時に知らない人どうし励まし合い助け合えると、気

持ちが良いものです。今日は家族 3 人でシャトレーゼスキー場に行って来ます。昨日と

違って天気はばっちりです。ケガをしないように楽しみたいです。休みをくれた会社の
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社長に感謝です。（うっそー） 

21． 2014.2.27～28 な・な・なんと泊り客は私たち老夫婦 2 人のみ。申し訳ない気持ち

がしました。いつもながら食事がおいしく、ゆったりした時間が過ぎてゆきました。

（広―い賄いシェフ付き別荘感覚） 冬の清泉寮のソフトクリームを食べて、小鳥の来

る喫茶店に立ち寄り道の駅に寄ったり…、日常にはない「ひととき」を楽しみ、また、

明日から笑顔で頑張れます！！ 人生、いっぱい、色々あるけど、笑顔で、えがおで…。 

22． 2014・3 月 26 日～ 今回で 15 回目くらいの大成荘。食事はおいしく（バイキング

とくに）おふろも広くてよかったです。また来たいで～す！！大成荘最高！！（なぞの

SN様） 

23． 大成荘いつも楽しみにしています。～大成荘のいいとこマップ～食事がおいしい！お

ふろがおおきくてきもち～い！係員さんみんなやさしい！遊ぶ所があって楽しい！泊ま

る所快適っ！本がたくさんあってうれしい！トイレきれい！  とにかく、とっても

「楽しい！」 まどからたまに「動物」が、みれるんです！あれって、もしかして「し

か」？  スキー楽しみ！家族で来ました。 大成荘・最高っ！（なぞのST様） 

24．H26 4 月 1 日（火） 今日から消費税が UP↑！！だから、おみやげも高い！17：45

もうそろそろ夕食だー！ワ～イ！！ はらぺこ（ぐぅ～）明日はいちごがりだよ～！楽

しみだな。大成荘、楽しい！あと、おふろもきもちい～。一人ぶろだった。ヤッホ～。

もうちょっとしたら屋上の天体観測に行くよ～！今日は星が見れそうだ！！ 夜ごはん

は超まいう～！ 最高だ～。もうそろそろねむい…。 

25． H26.4.30  今日はなんと貸し切り！！ 私たちの為だけに出勤して下さったスタッ

フの皆様、ありがとうございました。夕食も朝食も量が多かったですが、ついつい美味

しくてほとんど全部食べてしまいました！明日からダイエットします！一泊だけでした

が、とても満喫できました。次回は子供を産んで連れてきます！晴れの日に来て星を見

たいです。おなかいっぱい…。 

26． H26.5.5（月） 日野市在住の大学 3 年生 N・H です。ゴールデンウィーク中に家族

（父、母、姉、弟、祖母）で、泊まりました。美味しい食事、大きな風呂、たくさんの

本、広い遊び場など、大成荘の魅力は語りつくせません。近くの牧場のソフトクリーム

もおいしく大満足！ありがとうございました。 

27． 3 月 15 日（土） 今日は久しぶりに大成荘に来ました。とてもうれしいです。卓球

がしたいです。（会沢 様） 



 - 7 -

28． 
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29． 3/15（土） 久しぶりです。とってもワクワクしております。大成荘は料理もおいし

いし、親切でとってもいい気分で帰ります！ 

30． 3/28 お久しぶりです。大成荘にはいつもいろいろとお世話になっています。今日も

楽しんでかえりたいです。 

31． 2014 年 4/27 だいたい毎年来てるけど、いつも大成荘に来るのを楽しみにしてい

ます。おふろは気持ち良くたまに何か入っている時もあります。料理もおいしく、けど

一番大成荘に来たら楽しいと思う事はお父さんとバドミントンをすることです。まだま

だうまくないけど、すこしずつじょうずになっています。八ヶ岳は自然豊かです。馬や

やぎとうさぎがいるばしょがあります。わたしはそこで、子うさぎはうまれてないか、

たのしみにしています。今年はうまれていなかったけど、また、あえることをたのしみ

にして、またきたいです。自分でじょうずに、こうさくができる場所があります。そこ

に行くのも楽しみにしています。まだいっていないけど、むずかしいのをつくって、

じょうずなのにしたいです。 

32． 4/27 NANA☆ こんにちは。たまにきているたいせいそう。ここは、かぜがすずし

くて、しぜんがいっぱいです。この、たいせいそうは旭が丘小学校の 5 年生は毎年来て

いると思います。私は今 4 年生なのであと、1 年したらここへともだちとこれるのがた

のしみです。このホテルは卓球、バドミントンがホールでできて、ほかにもしょうぎ、

オセロ、トランプなどがかりれます。わたしはここにきたら、おねえちゃんと、おとう

さんとバドミントンをしています。なので 5 年生になったら「じゆうじかん」があれば

みんなでやりたいとおもいます。たのしみにしていま～す。 

33． 2014 年 4 月 29 日～30 日 家族 4 人で来ました。昨日はハイジの村、アウトレット、

八ヶ岳クラブに行きました。ハイジの村はチューリップと桜の花が満開でとてもきれい

でした。柳生さんにはあえませんでしたが、奥様がいらっしゃいました。おいしいコー

ヒーとケーキを頂きました。カタクリの花がきれいでした。大成荘の夕飯とてもおいし

かったです。食べ切れない程でした。（HN 様） 

34． スキーは「わいるどだぜー」 （さとうぎんや 様） 

35． シャトレーゼすきーじょうに行きました。たいせいそう「最高」「楽しい」来年もき

ま～す。 

36． 2014 3/22 こんばんは～！ シャトレーゼの雪はとけてきて、シャリシャリでした。

でも、楽しかったー！1 日をほとんど昼寝ですごしてしまいました。ちょっと、ねすぎ
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たかなって、おもいました。めっちゃ、久しぶりにスノボしにきたから「S 字」がび…

… 

37． 3 月 8 日 2 年男子 おんせんがとてもきもちよかったです。スキーも 1 日すべってと

ても楽しかったです。これで１２～１３回きています。スキーで林に行ったのが楽し

かったです。 （父）今日は息子と 2 人でスキーに来ました。息子が早くパラレルが出

来る様になるのを楽しみにしていますが、仲々上手になれません。後 1 回位今シーズン

スキーにつれていってやろうと思っています。夕方からはママも合流し、もえぎの村で

夕食です。いつも、もえぎの村で夕食です。 （母）３日振りにパパ＆子に合うことが

でき、とても嬉しく思っている今日です。清里の寒さには驚き、先日の大雪のなごりが

全く溶けず残っていることに又々驚いています。家族で過ごせる時間を宝物だなあと

じっかんしています。明日も〝子″スキー頑張れ～！！ 

38． 3 月 28 日 金 天候☼ 小 4 女子 卓球がとても楽しかった。ここのばんご飯は、少

し多いけどとてもおいしいです。コップをあらう所がお店みたい。絵本がたくさんあっ

ておもしろい。 〈中 1 女子〉〈大成荘へのメッセージ〉私は何回か大成荘に来たこと

がありますが、久しぶりに来た時でも、昔と何も変わっていないので、私にとってここ

は、なつかしい場所です！卓球やバドミントンなど色々な事が楽しめるのも、大成荘の

良い所です！朝食、夜食とってもおいしかったです！ 

39． きしゆうたろう りふとたのしかったよ。 よるはせいざがみえる。 しょくどう、

ごはんがたくさんあるけど、おいしかった。そりたのしかったよ。またくるね。おんせ

んきもちかったよ。 

40． ぼくは金ようびに大せいそうにつきました。土ようびにそりをしました。そのあと、

くるまでまきば公えんにいきました。そこでひつじと、うさぎと、やぎと、うまをみま

した。それからホテルにかえるとちゅうに、しかをみました。 お陰様でたくさんの思

い出を得られました。ありがとうございます。 

41． 2014 3/22～23 スノボーはとっても楽しかったです。シャトレーゼは毎年きてい

ます。リフトにのっているとき、はじめてみる何かのどうぶつのあしあとがありました。

また、らいねんもずーっと、いきたいです。あとでソフトクリームをたべて、おいし

かったです。 

42． 3月30日日曜日☂→☼ 今日は家族といとこ、おじいちゃん、おばあちゃん 

でこのホテルにとまりに来ました。スキーはしたかったけど、そのころは雨でした。で、ホ
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テルについてしばらくたったころ、はれました。今の天気は、ちょっと風がふいていま

す。あしたはスキーができますように。 

43． 

 

44． 2 月 8 日（土） 日野第七小学校 5 年 この日は近年にない大雪です。日野を出て 9

時間半かけて大成荘に着きました。おかげでスキーができませんでした。ま、明日は行

けると思います。それではおやすみなさい。ZZZ 

45． 2014 年3 月8日 5－1 昨年八ヶ岳移動教室できました。この日は午前4：00 おきで、

大へんでした。でも、そのおかげで、長野県の「ヤチホ」スキー場で長くすべれること

ができて、とても楽しかったです。明日はもっと長い時間ですべりたいです！  今日
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（3/8）は八千穂高原スキー場に行きました。雪質はパウダーで最高でした！ここ（大成

荘）からはちょっと遠いですが…。明日はシャトレーゼですべります。初めてなので楽

しみ。天体観測が屋上に積もった雪でドアが開かず、できませんでした。ちょっと残念。 

（父） 

46． 今、「すみっコぐらし」にもえもえ～♡ 215 号室りんどう ども！Y・A です。今日

で大成荘に来たのは…。何回来たのか分からない位、来てます。（笑）夕食、朝食どち

らも最高です。おふろ最高です。そして今、清泉寮でフクロウの子供のぬいぐるみを

ゲット！ けっこう前から、このお店のぬいぐるみは、こつこつと集めてまして、まっ

たく、カワイイったらないです。困っちゃうくらい！こう、なんていったらいいか、言

葉じゃ現せないほど…。目がクリックリでとがった口がカワイイ♡いつもいやされてい

ます！みなさんも集めてみてはいかがでしょうか？ 今、夕飯をたべおわって、部屋に

帰ってきたところです。デザートがとてもおいしかったー。前菜やなべ料理も最高～。

朝の朝食が楽しみですナァーｗｗ 中学校入学から 1 週間…。ビミョーなつかれが出ま

したが、大成荘に来てそのつかれがドーン！？と、ねけ落ちました。やっぱり良い

なぁー。大成荘と清里は！私の第 2 の「ふるさと」っていうかんじ♪ ではまた明日お

会いしましょー！ おはようございます。今、朝食をいただきましたァー。お腹、はれ

つしそう！納豆とお米と、出し巻き卵としばづけと、サラダと、ハムと、フルーツ、

ヨーグルト…はぁ♡ おいしかった。もう本当最高♡昨日の夕食に引き続き、満足１０

０％でゴザルン♡ フルーツヨーグルトもおいしくて！２はいタベチャッタ！ いつ来

るの？今でしょ！ もうこれしか言えない！ああ！帰るのがイヤダナー！ここにすみた

いなあー！もう大成荘すばらしすぎて じぇじぇじぇ！ 

47． 3/28 からあげ、うまかった。 

48． 2014.4.13 今年はじめて山梨に来ました。雪がまだ沢山残っているのには、びっく

り。さぞかし大雪だったのでしょうネ。雪かきも大変でしたでしょう。夕食もとてもお

いしかったです。竹の子がふんだんに使われた料理で、春を感じました。サクラエビの

かきあげは、ごぼうがじゃまして今いちです。私が山の家に来た時に作る一品は、タン

ポポの葉を洗って、お皿に並べ、その上にベーコンをいためた（カリカリに）ものをか

け、よく交ぜてサラダ風に。いただけますから、ぜひおためしを。こごみも庭で少し取

れました。ゴマあえします。さくらはまだでしたが、すこ～し春を感じて帰ります。

（Y・O様） 
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49． 2014.2.10 MON 日野市からきた～で～す。 明日はスノーボード！！ 中央道は

通行止め！なので、関越。 

50． 2014.4.12（土） 1 泊 2 日で来ました。これで 3 回目です。1、2 回来て、すごく良

かったので、今度は家族 4 人で来ました。お母さん＆お父さんと来るのは初めてでした。

特にお母さんは大成荘の外見が意外だったみたいで、びっくりしてました。「ど竜のた

き」を見てから、大成荘に来ました！ 車で家から来ましたが、じゅうたいになってし

まい…。卓球がやれて楽しかったです。少し上達しました！卓球で体をたくさん動かし

た後、お風呂に入りました♡ とても気持ち良かったです♪ ありがとうございました。 

51．2014.4.13 （日）うす曇・晴れ 市民 83 才女性・69 才男性・63 才女性で来ました。

今朝、中央道事故で 40 分渋滞。過ぎてみたら事故ではなく、雑草取り。《プンプン》 

勝沼で下りて桃を見ました。ピンクがきれいでした。 次、須玉で山高神代桜。2000

年の桜。おみごとでした。 明日、帰りも桜見物して、今年の桜楽しみます。（年をと

ると、一年一年無事にと、健康を願って桜を見ます。）来年も来てみようと思います。

元気なら。 

52． 4 月 26 日 今日はたのしいです。今日はいっぱいのおもいでをつくりたいです。み

んなできました。 

53． とても広々していて気持ち良く家族 3 人泊まれました。今日はまきば公園へ行く予定

でしたが、月曜日、休みらしく失敗です。清泉寮へ行ってみようと思います。 

54． 2014.4.19～20 毎年この時期に来ています。結婚記念日と家族旅行を兼ねてですが。

今年で子供も三中の 1 年生と夢小の 2 年生、クラブ活動も始まるので、あと何年来れる

ことか？？明日は天気も良くないようだが、清里に来たら楽しみにしている清泉寮のソ

フトクリームを食べて、晴れれば釣りやバーベQ でもして。今日、明日大成荘のスタッ

フさんお世話になります。  レンタルできるたっきゅうとバドミントンをやりました。

バドミントン 2 回たっきゅう 1 回やって、ごうけいレンタルを 3 回もやりました。たい

いくかんでやりました。30 分で、レンタルしゅうりょうだけど 30 分以上やってやっ

ちゃいそうになりました。とてもたのしいです。うんどうしたあと、へやにかえって中

に入ってドアをあけると風がきて気持ちいいです。イイとこですね。たいいくかんにテ

レビとピアノがあって見たり、ひいたりしました。ごはんもおいしいです。おふろきも

ちよかった。 

55． 3/23 大変お世話様になりました。有難うございました。 
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