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平成２６年５～２６年８月 

    （順不同。用字については原文のままとしました。） 

 

１． ６/８（日） ぼくは大成荘に何回も来ています。だから

楽しいです。ごはんもおいしいし、卓球もできるし、ピアノ

もできるし、オセロもできるし、おふろもきもちいいし、と

ても楽しいです。だから夏もこようと思います！ 

２． たいせいそう ときどきしかがでてきたよ。よるわくらい

ね。 

３． 2014 6/21 ぼくじょう行った。（まきばこうえん） か

えるがいた。えびもいた。たのしかった。 ぼくじょうのう

えこわかった。したにいったら、ひつじとやぎがみえた。た

のしかった。6月21日（まえだ けい様） 

４． 15 年ぶりくらいにきました。15 年前、大学生の頃、日野市に住んでいて、よく利

用させていただきました！！相変わらずきれいで、びっくり！！食事も美味しいです♡ 

また、子連れで来たいです！！ 

５． 何回も来ている小学生です。けど今日は家族で来ました。明日（5 月 19 日）、学校の

移動教室でたいせいそうにきます。ごはんもおいしかったです。さくらもさいていて、

けしきをきれいで最高でした。また明日！！！ 

６． 6/6（金）～6/7 大成荘楽しかったです！ 今日は、雨だったので車で上田市に行き

ました。本当は牧場でソフトクリームを食べたり、乗馬をしたかったので、とてもざん

ねんでした！でも、大成荘でバトミントンをしたので楽しかったです。ここのごはんは、

とてもおいしいので毎年来るのがたのしみです。ありがとうございました。又、来たい

です！！本当にありがとうございました。 

７． 2014.6.28 泊 10 年ぶりの大成荘です。28 日は小雨で、寒いくらいの天気でしたが、

清泉寮でソフトクリームをたべてきました。 29 日は朝から晴天。緑が美しく、山に
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きたなあという気分です。今、8 時半ですが、これからどこに寄っていこうかなと、考

えているところ。 久しぶりに、のんびり、ゆったりできました。家事を忘れて、読書

して過ごしました。スタッフの皆様ありがとうございました。 

８．  ７/２０（日）～７/２２（火） 大成荘楽しかったです。はじめの日、７/２０卓球

をしてわたしのたん生日会をしました。すごくたのしかったです。 ふつか目の日７

/２１卓球をしてテニスをしてゴルフをしてまた、卓球をしました。つかれたけど、

楽しかったです。みっかの日７/２２さいごの日。 

９．  今日はしんげんもち工場にいったよー。  今日は、しんげんもち工場に行き、し

んげんもちのつめほうだいをしました。私は、ふくろに２０コ入れました。 

１０．  ５月１７日（２０１４年） もえぎの村で、わゴムでっぽうを作りました。すごー

く楽しかったです。おみあげも買いました。夜にはほしをみました。すごくおもしろ

かったです。 

１１．  きょう朝ごはんをいっぱい食べました。これから帰りま～す。 

１２．  2014 年 5 月 23 日  60 代夫婦です。去年も 2 回来ており、今年で 3 回目です。 

今まで昼食は途中の中央高速のＳＡでとっていたのですが、今回は須玉町にある「お

いしい学校」で、とりました。明治・大正・昭和の校舎を保管しその中の昭和の校舎

をレストランにて改造したものです。パスタやピザのランチ定食がパン・コーヒー・

アイス、それに地場産の美味しい野菜のバイキングと、山盛りで 1400 円というのは

オススメです！明治の校舎は小さいけれど3階建で城の天守閣に登るような狭い階段

で3階まで登ると、窓からは南アルプス、甲斐駒ケ岳と仙丈岳が良く見えます！午後

も3時過ぎると風が冷たくなり、やはり高原に来たという感じでした。大成荘の風呂

は広くて、いい湯かげんで気持ち良かったです。夕食は肉をメインにボリュームたっ

ぷりで大満足でした。特にカレー味の唐揚げと桜エビ天ぷらは好みでした。朝食もバ

イキングとはいえボリュームたっぷりで、卵焼きと塩サケが好みでした。かんぽの宿

や休暇村にもよく泊まりますが、全くひけをとらない食事内容なので、うれしいで

す！今年もう1回くらい再訪したいです！！ ＰＳ：自動販売機に『缶チューハイ』

がないので、是非おいて下さい！！（萌木の村のそばの７－１１まで行かないと買え

ないので） 

１３．  H26.5.5（日）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。おいしい食事、大きなお風呂、た
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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。 

１４．  
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１５．  2014.6/1～2 子供の振休を利用して、日月の予約をしてみました。利用者はい

つもより少ないかなと思っていたら…。2 組しかいませんでした！私たちが利用す

るのは夏休みがほとんどなので、いつも満室！！！こんなに静かな大成荘初めて。

お風呂も、食堂も貸切状態で、何をするのものんびり、まったり過ごしました。 

今回で 10 回目ぐらいとなりました！！泊まっていた人はなんと 2 組でした。とて

も静かだったので、気持ち良かったです。５/３１に中学校の体育祭があったので日

月と泊まることができました！！今回は家族 3 人（お父さん、お母さん、私）で、

来ました！夜ご飯と朝ご飯の量がとても多く、大満足でした！（今回はなんと、産

業祭のお祭りで、私がくじを引いたら、大人一人（泊まり、ご飯、すべて）無料を

当てたので、この時に来ることができました。）あと、朝ご飯は人数が少ないため、

バイキングではなくて少し残念でしたが、とってもおいしかったので良かったで

す！！また行きたいです。 

１６．  Ｈ26.5.12 家族 3 人で宿泊しました。2 歳児がいるのですが、安心して泊まれま

した。お風呂のトイレにおむつを捨てるゴミ箱があって、助かりました。夕食は美

味しくて量がたくさんあってとても良かったです。（これから朝食…どんな感じだ

ろう…ドキドキ） 昨日は『清里の森』のお好み焼き屋（ヒッコリーファーム）の

ソフトクリームを食べました。清泉寮ほどメジャーではないけれど、とても美味し

くてオススメ！！お好み焼きも、本場大阪のご主人が焼いてくれます。具がゴロゴ

ロ大きくて食べごたえありますよ！！今日は三分一湧水に行く予定です。ここの

『そば処三分一』のそばは本当に美味しい！！深大寺のそばより味は上かも…。そ

ば好きにオススメです。大成荘のスタッフのみなさん、ありがとうございました。

また来ます！ 

１７． 明日はねー。シャトレーゼ行くのー。工場見学のあと、アイスたべほーだい。たく

さん食べっぞー。 

１８．  2014．6/30（月）～7/2（水） 初めて一人で宿泊しました。八ヶ岳の素晴らし

い景色、鳥のさえずり、おいしい空気、そして暖かく迎えて下さった大成荘の方々

…。普段の子育てからしばし離れ、何もかも、新鮮な至福のひとときでした。きっ

と、娘も今年 10 才になり、〝子育て 10 年、おめでとう！〟と、ごほうびを頂けた

のでしょう。ずーっと、ここにいたいなぁ…。と、思う気持ちは一旦しまって、ま
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た、明日からがんばります！そして、又、この大成荘に来れる日を楽しみにしてい

ます。 癒やしの時間をありがとうございました。（Ｎoguchi 様） 

１９． ５/１０ とある 5 人家族の長女。 久しぶりの大成荘～♪ やっぱり最高です

(^o^) 夕食とっても美味しかったです！ デザートのいちごみるく、かんてん？み

たいなのが、すごく美味しかったです！！また、来たときたべたいなぁー。 そし

て、今日は運よく空が晴れてたので星がきれーいに見えました♡♡ 木星とか、土星

とか…。何度も大成荘を利用させて頂いてますが、星が見れたのはすごく久しぶり

で、テンション上がりました（笑） ラッキーです。きれいだったなぁ…。おふろ

もとても気持ち良く入らせて頂きました！！大成荘さんは自分が小学生の頃から

ずーっとお世話になっていて、もう顔、覚えて頂けたんじゃないでしょうか？って

いうくらい何度も利用させて頂いてます♡♡ いつもありがとうございます。 

２０．  6/1～2（晴） 大成荘のご飯おいしかったです！ ちょっと、夜ご飯にでた「ス

イートチリ」が、辛かった。 

２１．  6/1～2  晴れ 6/1 の予定（行った所）シャトレーゼ工場、パターゴルフ 6/2

の予定（行く所）清泉寮、中村農場、まきば牧場 ようこそ大成荘へ！ 

２２．  6 月 9 日（月）機会があれば、また訪れたいと思う。〝静かなる 緑多かれ 清

里よ〟 

２３．  こんにちは～ Ｋ・Ｈです～。おふとんがふかふかなことは、変わりないと思い

まーす。明日は、よもぎをとりに行く予定で～す。あと、ハイジの森にも行きたい

なーと思っていまーす。移動教室はどの部屋になるのかな～。と、いつも考えてい

ます。移動教室ではたきざわ牧場にも行くので、とても楽しみでーす。また来まー

す。 

２４．  Ｈ26．５/１７ 家族 4 人で宿泊。来る前に「シャトレーゼ」の工場見学をし、

なんとアイス食べほうだい！！（喜）ですが、4 本食べるとおなかいっぱい。意外

と食べれないものですね…。夜には天体観測。立派な望遠鏡をかりましたが、使い

方がわかりませんでした…。ですが、星はとてもきれいでした。また来たいです。 

２５．  Ｈ26．6.22（日）１０２号室 雨→くもり 今日は寒いです。梅雨寒が戻ってき

た。大成荘、２ヶ月ぶりに来ました。やっぱり、ごはんが楽しみ～。 

２６．  平成２６年６月２３．２４日 晴－くもり－雨 日野から甲州路をハイジ・バラ

園～シャトレーゼ見学し、山荘着時大雨でした。（１４時３０分頃）２時間余りの



 - 6 -

研修つかれました。私は普通の旅のつもりで来ましたので、洗面道具等がないのに

おどろきました。ご案内を見て、又ビックリです。（ゆかた・タオル等有料）商業

者として有料はわかりますが、この様なシステムを知らない人もいるので、注意が

必要と体感した旅でした。ありがとうございました。（曽我 様） 

２７．  平成２６年７月２１日（月曜日）～２２日 埼玉県坂戸市より孫３人、娘、本人

７４才、５人で初めての宿泊です。夏休みなのに、３週間前に予約しラッキーです。

八ヶ岳高原、清泉寮、アイスクリーム、川俣川渓谷まで散策。八ヶ岳自然ふれあい

センターのイベント参加。楽しいひととき、涼しい高原の風、ありがとう。これか

ら夜食です。良い旅です。ありがとう！お子様ランチ、大変喜んでいました。おい

しい料理ありがとうございました。朝食もよかったよ。これからも利用させていた

だきます。ありがとうございました。卓球たのしかった！又やりたい！ 卓球しま

した。初めて！ 

２８．  Ｈ26．7.22～23 大成荘泊 孫小3 男、小1 女、私（ばあちゃん） 高幡不動→

モノレールで立川→ＪＲで清里。清泉寮・キープ農場・滝沢牧場・萌木の村等々、

ピクニックバス・たくしー。 7 月 24 日松本まで行き、城見学して帰路。 小海

線は高校以来久しぶり。野辺山駅で写真撮ったけねぇ。 夫や他の家族とワイワイ

車何台も出して団体棟に泊まったのは若い頃。古い大成荘で食事はカレーと定番メ

ニューをみんなで作りました。その子供たちが 40 才目前！！ 孫の子守りの時代

に入りました。運転免許がない為、ＪＲ乗りつぎ、タクシー・バスの旅でしたが、

高原を歩くのも非日常の生活。坂道の自転車には気をつけよう。旅先での親切・あ

いさつ・ありがとう！！（Ｔ．Ｍ 様） 

２９．  ゴールデンウィーク、来年こそ尺いわな釣ってやる。 

３０．  ７・２４（木） 2 泊 3 日です！ こんにちは。 中 2 アラシック女子です！ｗ

ｗ  今回は家族で泊りに来ました。ここには、1 年に 1 回は来てると思います。

今日はしんげんもち工場の見学、シャトレーゼ工場でアイス食べほうだい…。と、

食べ物ばっかでした。あ！あと、2 日目、いとこの家族も泊りに来て、日にちがカ

ブるというハプニングがっっっ！！！ｗ  あと、これは雑談ですが、この間、3

時から雨が降るという、予報の日があったんです。その日、ちょうどお祭りがあり、

雨やだねーと、友だちと話してました。そして 2 人で空に向かって「なんでだよー」

「雨のコノヤロー、晴れになれー」など、いろいろとさけんでいましたｗ そうし
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たら、本当に 3 時から雨が降らなかったんです！ｗ  晴れ女、男の人はぜひやっ

てみて下さい。保証できませんが…。なんかすいませんっｗｗ 3 日間、ありがと

うございました！ 楽しかったです！ 

３１．  2014．7.26（土）イルカ♡ 1 日目 イエ～イ、私夏休みキャンプで大成荘にき

てま～す！ここに来るの、実も、何も、2 回目♡ サイコーの1日目。バーベキュー、

ヤッホーーー。もーさいきょーっス♡  私ここが大好きなんです☆ もうココＬ

ＯＶＥ♡です！！ たしかに、ここのご飯はサイコーなんですよ！！おいしいです

☆友だちとも一緒☆ねるときは、きっとドキ♡ドキ♡ワクワクしてなんがヤバーイ！

2 日目もきっとサイコーになるね☆  2 日目 ハイキング☆死にそうでした。も

うヤバすぎー！なんだかんだやって、カレー作り♡サイキョーのカレーだった

よ！！（もう、上手すぎー）おにごっこを 1 時間半やった～～♡（つかれたー） 

キャンプファイヤーも、ちょ～～♡楽しい！！ そんでもって、プロの手さばきに

ビックリ！？ っていつか多分、今日もこわくてねむれないと思うわー！ 

３２．  2014．7.26（土） あげ 1 日目 こんにちわまんもす～～！！ いま、わたし

は小学 4 年生です。○○小学校にいますよ～。ヒントは、、こうていにしばふが

いっぱいひろがっています。 今、わたしは初めての大成荘にきております。～ 

わたしは、花火をしましたよ～。ひのたまが、たまたまあたりそうの人がいて、

すっごくドキドキしていました。ねるときは、まくらなげをしてねたいです。2 日

目も、サイコーの 1 日目になりたいです～！ おはようござんす～！あげでんす。

ハイキングに朝いってきたよ～～♡（9 時） 林の中にはいっていたけど、がけや、

きのこや、きょうしつよりもでかい岩をみつけてきた。ソフトクリームはブルーベ

リーとミックスとバニラがあったよ。まじで、すご～くおいしくて、しあわせだっ

たす。でも、大人はバニラかブルーベリーしか食べられなかったんだって。よるに

一ぱつギャグで、みんなをわらわせたけど、けっきょく、あたまをぶつけだよ～。

（ええーん） じゃあまたね！！バイバイ 

３３．  ルルニャンダヨ！ 1 日目  今は 2 泊 3 日のキャンプで大成荘にいるんだっす。

ナイトハイクが楽しかったウィッス！ハッキリイッテゼンゼンコワクナカッタンダ

ケドネ！バイキングはおいしかったニャンけど、ちょっとからかったニャー。そう

いえば花火もしたニャンね。 2 日目 あっ。今日のニックネーム変えるね！今日

はハイキングにソフトクリームにカレーにキャンプファイヤーだった。ハイキング



 - 8 -

中の昼ごはんに、雨が降ってガーン。それでもハイキングを続けて、ついにゴール

のソフトクリームについたよ♪ ブルーベリー、バニラ、ミックスがあって、ミッ

クスにしたんだ。ハイキング後のソフトはうまかったー。めちゃめちゃうまかった。

そんなかんじだった。そのあとはカレー。（たぶん見ているみなさんは食堂をたべ

ますが、しょくどうではありません）おいしかったよ～～(̂ o^) キャンプファイ

ヤーはいろいろだったなあ。先生がおもしろかった。日記をしめるよー。今回は

ちょー楽しかった。（いつも楽しいけど） 大成荘のみなさんとスタッフさんあり

がとうございました！！ 

３４．  Ｈ２６．７/２８ 家族で宿泊しました。今回は２泊しました。ごはんもおいしく

て、また泊まりにいきたいです。 

３５．  ８/４日 山登りをしたりして、くたびれた。あしたは「リゾナーレ！」プールも

あるし、たのしみ♪ 

３６．  2014.8.7  ヤツレンのソフトクリーム＆ヨーグルトってやつが美味しかったで

す。 あと、自分の学校の先生に会いました（笑）日野市教育委員会の何かで来て

いたようです。日野市内の小中学校の先生、いっぱいいた。日野に帰ったら宿題＆

部活がまっている。いやだなぁぁぁaaa 

３７．  ７/２３・２４ 美味しい食事と猛暑をのがれ、涼を楽しむ事ができました。 

３８．  8 月 10 日（日） あっーー 卓球やバドミントンがたのしかったです。こんど

もいきたい。おふろもきもちよかった。さいこでした。またはれた時、またいきた

いです。たいふうせっきん。大成荘サイコ。 

３９．  8月10日 家族で初めて八ヶ岳に2泊3日！！ ～1日目～ 雨でどこも行けず

早めに大成荘にいって、お風呂に入った。 

４０．  2014.8.4 今回は前に移動教室で行ったせいせんりょうにソフトクリームをたべ

に行きました。「うわ～。味がこくて、とってもおいしいよ！！」 いつもは食べ

ることのできない、おいしいソフトクリームがたべられてよかったです！ とって

も楽しかったです！ありがとうございました！ 

４１．  7 月 23 日～25 日（金） 大成荘、楽しかった。２はくしました。卓球は、1 日

2 回やりました。それにご飯がおいしくて、おばあちゃんは何回も「安い、安いと

いっていました。すずしくてとても気持ち良かったです。 

４２．  7 月 27 日～28 日 一回 6 月の初めに学校の移動教室でここの大成荘に来ました。
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その時は、学校の集団行動だったけど、今日はぞんぶんにたのしめたのでよかった

です！また大成荘に行く時は声をかけてください。 

４３． Ｈ２６．８．１１（月）～1 泊 念願の大成荘！ 夕ご飯は盛り沢山で大満足でし

た。これからまきば公園に行かれる方へ。第一駐車場は混んでいるので奥の第二駐

車場をおすすめします。公園内の売店でお土産を買うと外のソフトクリーム割引券

をくれます。萌木の村も少し外れた所、セブンイレブン向かいに空いている無料駐

車場があります。 まきばこうえんにどうぶつがいます。 

４４．  8 月 3 日 大の成の荘 到着。 今年で 15 回目♡ 私たちの大メインイベン

ト！！本当に毎年ありがとうございます！！大大大すきです。朝からノリノリで日

野から車をとばしてきました。昨日の夜からずーっと、テンションＭＡＸでした♡

そして、後輩にも会い、テンションＭＡＸＭＡＸＭＡＸです♡これから 3 日間楽し

んでいきましょうね。楽しがったよ。鹿にあえるかな～。 

４５．  2014．7.26 私たちはキャンプで来ました。みんと、もも、ゆき、かえで、ちょ

こで来ました。この部屋は、自然がよく見えて、とてもいい部屋です。夜には手持

ち花火と打ち上げ花火をやりました。と～～ても楽しかったです。 みんなからの

感想…私は副班長として班長を支えていました。この班は、みんな同じ小学校なの

で、みんなの顔がしっているので、よかったです。７/２６～２９の2泊3日キャン

プ。後 2 日間楽しく安全に過ごしていきたいです！ 歩くときに自然がたくさんで、

清里は本当にいい所だなと思いました。大成荘でも部屋がキレイでとてもすごしや

すいかんきょうでした。緑の自然に囲まれてすごした、とてもいい 1 日でした。あ

と2日間楽しみたいです。 

４６．  どうも、塚本です。今日はいつものメンバーで大成荘に来ています。たたみのへ

やなんだね。あ、まあ、毎年来てるんだけどねっ！今夜もまた、こわい話をするそ

うです。皆、こりないなあ…と、思いながら、参加しちゃうんだよね。あっ、でも、

ハルは虫取りに行きたいって言ってあみもってきたっけ。僕は、どっちかって言う

と、虫取りいいや。どっちも嫌だな。ちーちゃんが花火買いに行ってくれてるし、

花火しようかな。明日は…？えっと…？ニジマス釣りかな？去年も行ったけど、

けっこう楽しいんだよね～。釣れる人は釣れるけど、釣れない人は、とことん釣れ

ないみたいな！釣った後は、その場でさばいて食べれるんだよ！あっ、エサのイク

ラは食べちゃダメだよ…！午後はガラス工房に行きます！ これもまた行ったこと
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のある場所何だけどね。くわしくは、1 階にあるチラシを見てほしいかな。お皿に

絵を描いたり、ネックレスや、ブレスレットを作ったりできます。紐とかは有料な

ので、注意してね。そんなところかな。皆さん、楽しいので行ってみて下さい。で

はでは、ＰＮジュンでお送りしましたー！！またねー！ 

４７．  こんにちは、ダイヤＩＮクローバーです。八ヶ岳の大成荘にいつものメンバーで

来ています。やっぱり、ごはんはおいしいね～。最近は男の子をかくのにはまって

て…。それではダイヤのクローバーこと、スズがお送りしましたー！またねー！ 

４８． いつもありがとうございます。ごはんをつくってくれてありがとう。ごはんおいし

かったです！！うれしい！！まだまだいっぱいおいしいごはんを作ってくださいね。

いつもお世話になっております。サンメドウズ清里の「清里スカイソフト」耳がぬ

けなくて体調不良、小生は食べられなかったのだ…。 

４９．  2014 年 8/11（月） イニシャルＴ・Ｈ 台風が関東を通過した次の日です。大

成荘に来たのは小５の移動教室も含め「5 回目」なのです。今日知ったオススメは

「中村農場の親子丼」です。これ以外特にない。 

５０．  イニシャルＴ・Ｉ またまたやってきました大成荘！！それにＴ・Ｈと同じ、5

回きていまぁーす！！（イエーイ） オススメかどうか分からないけど自由研究に

いいのがあるよ♡清里っていうところでオルゴール作り。ぜひためしてね。 

５１．  7 月 27 日 今日は育成会のキャンプで大成荘に来ました。楽しかったです！花

火をやりました！キャンプファイヤーをやりました。歌を歌ったりしました。きも

だめしをやりました。一発芸をやります。先生がやります。面白そうです。 

５２．  8 月 2 日 夏休みなので、家族で来ました☆ 4 人で…ＥＮＪＯＹ♡してます！！

1 泊 2 日みじかいですが、もっともっともっっっと…、楽しみたいと思いました。

今からご飯楽しみです♡いっぱい食べるぞ！！オー。 

５３．  2014・8・6 育成会のキャンプ。イエーイ♡ 1 泊 2 日ちゃーん♡ とにかく最高。

1泊2日って早～い。 

５４．  おふろ楽しみ～。8 月11 日 八つがたけ たのしい八つがたけ は～1 泊 2 日で

す。 

５５．  2014．7.28 平山中地区育成会のキャンプだよ～ん♪ 一日目 バーベキューと

花火とナイトハイクをしたよ。♡ きもだめしで先生がおばけやくだったけど先生

がわらっていた。 2 日目ハイキングでころんでどろどろになっちゃった～。はや
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くおふろに入りたーい。ふくをぬいだらパンツもどろどろ。よるキャンプファイ

ヤーで歌をうたったり、おどったりしたよ～。 3 日目帰りの日。ちょっとかなし

～い！ 

５６．  2014 8/3（日） きました～♪ 大成荘！！ ここは卓球できるからサイコー。

もう… また、来ったくなってきた。とってもぐっすりねむれそう…。いっぱんと

うでも、だんたいとうでも、どっちもちょ～楽しい♡ またくるぜ！！あばよ！ 

５７．  自ゆうけんきゅうのおし花、かんせいだ。やったー。うれしい。  ご飯おいし

かった～。お風呂気持ち良かった～。 うちわすずしい。 

５８．  2014 年 8 月 2 日 Ｈ市のＴ・Ｙさん １０代男 大成荘行きましたー。やはり

今回もよかったです～。まずは食堂で夕ご飯。牛ステーキの焼物がおいしかったで

す☆あと、お楽しみのデザートはフルーツ、あんにん豆腐でした～。その後お風呂

に行きました。気持ち良かったです。ちなみに、この日は、大成荘から１００ｋｍ

近くはなれている山でハイキングをしました。かなり遠いコースだったんでつかれ

ました。でも、景色がきれいでしたし、涼しかったですっ…。とここで終わらせて

いただきたいと思います。お気づきの点があったらコメントください！それではみ

なさんよい旅を！さようなら。 

５９．  8/2 Ｔ・Ｙの妹。長女です。 今日、大成荘～！わたしはいま、小三です。ひさ

しぶりでした。 

６０．  平成 26 年 8 月 3 日（日） こんにちは。毎年お世話になり、本当にありがとう

ございます。今年は、萌木の村のフィールドバレエ開催中に重なり、いつもの広場

が会場となっておりました。上の娘が小学生の頃、バレエを習っていたので、とて

も興味があり見に行きたいと思いましたが、チケットがいいお値段であきらめまし

た。（笑）最近は、萌木の村で小学校 2 年生の息子のＣＡＰを買うのが恒例となっ

ており、今年も買いました。もう 3 年目です。今年は昨年よりお安く買うことが出

来ました。 今年は富士山経由で来ました。残念ながら雲におおわれて富士山は見

れなく、鳴沢氷穴や、こうもり穴に寄りました。ずっと気になっていたグラタン屋

アミにも行きました。家族みな、おいしいおいしいと食べていました。大成荘の食

事はいつも本当に美味しいです。でも、残念なことに、年のせいかたくさん食べら

れなくなって（悲しい）きました。来年は食の細い用でいいかな～。また来年も来

ます。よろしくお願いします。お世話になりました。 
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６１．  ８・５（火） 今日は、高原キャンプ～。 今日と明日の 1 泊 2 日です。今さっ

きキャンプファイヤーだったよ。まあ…。ふつうだった。（まあ楽しいとは言えな

い。）はい！終わり。カレー作りとっても楽しかったよ。 

６２．  Ｈ26 8/5~6 キャンプにて（青少年なんちゃら会） 前 60 人、夏休み中の

ちょっとした、ひしょ。1 日目にキャンプファイヤーや花火大会をした。花火のけ

むりでのどがいたくなったけど、とても楽しかった。はんごうすいさん（みんなで

カレーをつくった。）とても楽しかった。みなさんもどうぞ楽しい日をお過ごしく

ださい！（東京都Ｈ・Ｍ 様 他数名様） 

６３．  2014．7.29～31（火～木） 昨年に引き続き、この大成荘で二泊三日しました。

大成荘周辺の観光スポットを私が今回行った順番にいくつか紹介します。 ＜1 日

目＞パノラマの湯…ＪＲ小海線甲斐大泉駅前、足湯があります。まきば公園…パノ

ラマの湯の近くにあります。牛や馬以外にも、ひつじやヤギなどがいます。ソフト

クリームがとてもおいしいです。 ＜2 日目＞ひまわり畑…北杜市明野町。今もき

れいですが、これからが見頃です。 ＜3 日目＞諏訪大社。少し足を伸ばしました。

どこもとても楽しいです。ぜひ行ってみて下さい！ 大成荘のご飯最高！また来ま

～す！ 

６４．  2014 7 月 31 日～２ ひまわりきれいだったよ！よるごはんや朝ごはんおいし

かった！！おふろきもちよかった♥ 

６５．  2014/8/3~5 in 大成荘 今年で 3 年連続になる八ヶ岳大成荘です。小５のとき、

移動教室としても来たので正しくは４年目になります。いつもここにくるたび、い

い場所だな～、と思っています。部屋はきれいだし、食事はおいしく、卓球なんか

もできるので、本当に楽しいです。２泊３日で来たのですが、３日間が、とっても

充実していました。夜は虫の声がよく聞え、なかなか新鮮でした。来年もまた来た

いと思います！ （中２ｍ・ｎ ソフトテニス部 様） Ｉ ＬＯＶＥ… ＧＲ

eeeN 

６６．  8.3～5 楽しかったです。 

６７．  川俣川釣り場がオススメ！！ 火をおこすのが大変でした！ 

６８．  大成荘サイコ～！ すっごく楽しかったです。また行きたいな～♡♡ 
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６９．  

                                                                                                                              


