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平成２６年８月～２６年１１月 

    （順不同。用字については原文のままとしました。） 

 

１．  2014 9 月 3 日（水） ☆彦星さま☆おりひめ

さま…  10 年以上ぶりに来ることが出来てとても幸

せ♡ 大成荘最高！！ 

２． 2014．10 楽しい 2 泊 3 日でした。友人 4 人と

来ました。私は初めて参加しましたが、職員の皆様の

応対も気持ちよく、とても楽しい日々をすごすことが

出来ました。食事も美味しく我が家とついくらべてし

まいました。（量が高齢者には少し多めかな？） 又、

宜しくお願いします。楽しみにしています。 

３．  大成荘サイコ～！ 清里では、ねこ玉作り体験をしたり、絵本村にいったりしま

した～！ 2泊3日の旅でした。夜ごはんと朝ごはん、おいしかった～♡ 

４．  きょうやつがたけくらぶにいって、くらふとたいけんをして、ねこだまをつくっ 

てたのしかったです。 

５．  ふとんで、すっごくぐっすりねれた☆ だいぶ、おなかがすいてきて、おなか

グーグーなってます☆ 夜ごはんは多すぎてたべられなかったけれど、朝ごはんは

ぜんぶ食べれるかな？（2 回目だけど朝ごはんのきおくぜんぜんない。朝もすず

しーわー。今日は帰る（日野のおじいちゃんちへ）そこ、暑いからあまりかえりた

ないねん。ということでごはん行ってきます☆ 

６．  2014.8.4（月） 私は神戸から来て、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に来ま

した☆ 神戸よりとてもすずしかった～（日野市よりもすずしい☆）  神戸はど

こに行ってもせみがうるさいんですけど、ここはぜんぜん鳴いていなくて、びっく

りしました。 たっ球もとても楽しかったです。今日で来るのが 2 回目です。何回

来ても楽しい所です！大成荘の人たちはいつもにこにこしていて、とてもきもち良

いです。ごはん楽しみ～！！あまりおなかはすいていないけど…。好きな物はある



 - 2 - 

のかな？（暑い） それではまた明日♡ （Ｋ・Ｍ 様） 

７．  2014 8 月 28 日（木）今日、みんなで日野市からここへ、りょこうしてきまし

た。わたしは 4 年生なので、らいねんここへ友だちとくるのがたのしみです。おみ

やげのコーナーでキラキラももちゃんを買いました。バドミントンやたっきゅうを

やったらすこしうまくなったので、よかったです。 またきたいです。とんぼ玉つ

くった。ひつじに、はくさいやった。もえぎのさといった。レストランでマルゲ

リータたべた。おふろはいった。（暑い）もも、おいしいよ。 

８．  ９/７（日） 毎年、夏休み中に来るのですが、今年は秋に来ました。 ・笹一・

七賢（山梨銘醸）→試飲他・金精軒の期間限定の水信玄餅（300 円）、大吟醸粕て

ら、信玄餅… ・白州の道の駅で天然水のかき氷（メロン・イチゴ・ブドウ・宇治

金時 etc）→おいしかった…。 ９/８（月）諏訪方面、諏訪五蔵、試飲他 ・真澄

（宮坂醸造）・麗人→ビールもあり・本金・横笛・舞姫→時間がなくていけなかっ

たので、来年にでも…。・諏訪大社、下社秋宮・清泉寮→ソフトクリーム  ９/９

（火）帰路（予定） ポッポ牛乳（ヤツレン） 勝沼でワイナリーめぐりの予定。

信玄餅、アウトレット etc…。天気にめぐまれて、とってもよかったです。日野に

帰ったら、また、毎日忙しい日々に戻りますねー。現実を忘れ、楽しい休日をすご

すことができました。リフレッシュができました。 

９．  ９/１３土 トランプでポーカーをしました。５しょうしました。たっきゅうをし

ました。つよくなりました。９/１４ きのう、トランプをしました。ポーカーをし

ました。５しょうしました。おじいちゃんがねていました。 

10．   2014-8-13-水 こんにちわー また今年も来てしまいました。0 才から 14 才ま

で１年に２回は来ています！！ てことは、３０回はきていますねｗｗ ここのご

はんはすごくおいしいですよねー。まいかいおいしーなあーと思いながらかいりま

す。今、中２なんですが、部活が吹奏楽部でフルートをやっています。それで、部

活の合宿が終わって、すぐきてしまいました！！♡ ここは何回も来ているので、

すごくおちつきます♡♡♡ ばんごはんを３０分で食べてしまい「パクパク食べるの

で気持ちいいですね」って、言われてしまいました。また、きますねー。半年後に

…笑 I LOVE 大成荘  日野市に住むナゾの人間？！Ｈ・Ｎより♡ 

11．   2014 年 8月 13日（水） 私がここ大成荘に来たのは始めてではありません。私

は 0 才から 9 才まで、1 年に 2 回来ています。＜象の絵＞⇐このぞうには私に思い



 - 3 - 

出があります。私が 1 才の時に前のしはい人の人がくれたものだからです。これか

らもよろしく。。。♡♡♡ 

12．   2014年9月20日 息子の８才の誕生日に泊まりに来ました。 バイキングのの

りおいしかったです。 

13．   2014 10 月 4 日 わたしはたいせいそうになんかいもいったことがあります…。

しょくじも、あさはばいきんぐ、よるはおこさまセット。まえはたくさんのごはん

をたべておなかがぱんぱんになりそうでした。このおふろはきもちよくはいれます。

ここはやまだからさむいのであのおふろにはいるとほっとします。。。わたしはおふ

ろにいきました。おとうさんとはいりました。よるねるとき？？？しました。ねま

した。あさに、はやおきしました。くるまにのってかいりました。 

14．   9月20日 おんせんきもちかったです。 

15．   9 月 28～30 日 四ヶ月ぶりの大成荘は、食堂のスタッフさんが替わっていらし

て、皆さん親切に接して下さり感謝です。紅葉もちらほら、朝夕の冷えに驚いてい

ます。落葉松の金色の頃、も一度お世話になります。 一句：何の鳥 うるし紅葉

の燃えにをり 

16．   8/21（木） 晴れ 良かったこと。すずしい。テレビがふつうの大きさ。トイレ

が一部屋に1個あること。ごはんがおいしい。大成荘超楽しい！！おふろが広い。  

17．   不思議なできごと 昨日女性風呂につかっていたら突然おふろと着がえ室の電気

が消えてまっ暗になりました。着がえ室に出てスイッチをつけたら電気がつきまし

た。Ｗｈｙ？？ ごはんがとてもおいしかったです！！ごちそう様でした。 

18．   10 月 4 日（土） 大成荘の職員の方に色々と良くして頂き、楽しい時間を過ご

すことができました。お食事もとても美味しく満足できました。清里に来て良かっ

たです。又来たいです。有難うございました。Ｐ.Ｓ.清泉寮のソフトクリーム絶品

でした！！（Ｙ．Ｏ 様） 

19．   ８/３０ 今日は家族とケーキ工場の「シャトレーゼ」に行ってきました！作って

いる所などが見れてうれしかったで～す！さいごにもアイスがただなので、2 つ半

もたべてしまいました。とってもおいしかったです。みなさん行ってみて下さい

ネ！ 

20．   かいてきでした！！ありがとうございました。ジバニャン。 
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21． 
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22．   ９/２８（日）家族で初めて来ましたが、空気もおいしく、夜 11 時頃には満天の

星が見えてとても嬉しく思います。そして、私はクラフトの手芸に参加してとても

良い思い出になりました。食事もおいしく頂き、大変お世話になりました。ありが

とうございました。又、機会がありましたら、夜空の星を見に来たいと思います。 

23．   昨日はずっと雨がふってたけど、今日は…天気だった。卓球をした。オセロをし

ました。シャトレーゼに昨日行き、アイスをたくさん食べました。今はいくつでも

食べていいことになっているので、おなかの許す限り食べました。おなかをこわさ

ないように気をつけて下さい。工場見学をしたつもりになって、アイスだけがめあ

ての人もいますが、おなかに入る数は早くても遅くても同じなので、ゆっくり見学

してからたくさん食べてください。（佐藤 様） 

24．   ８．２５・２６（月・火）昨日と今日は雨がふっていて外ではぜんぜん遊べませ

んでした。初めて大成荘に来てすごくきれいでびっくりしました。楽しかったこと

は、たっきゅうとバドミントンでした。おふろもあったかくてきもちよかったです。

朝はバイキングでいっぱい食べれました。すごくおいしかったです。 

25．   雨の心配も無く、久し振りにゆっくりした時間を過ごすことが出来ました。車の

運転（主人）の出来る時にと思い、足を延ばして晴天に恵まれ美味しいお食事（何

より主婦は食事をしなくてすむ、という事が一番の休みです）。主人はお風呂の楽

しみ。東京に帰って又々、時間に追いまくられる生活。これがあるからここのゆっ

たりとした 3 日間が貴重でした。気をつけて帰途につきます。有り難うございまし

た。2014.9.4 

26．   9 月 22 日（月） 網島小学校 5 年生 今日はちがうホテルからここに来た。こ

こは一年生の時に始めて来て、とても気に入って 2 年に 1 回は来ているここは、子

浦（？）の料理よりぜんぜんおいしくて、学校ではここにとまりたい。ここは私の

お気に入りです。 

27．   おんたけ山がふん火した日です。星空を見にやってきました。駐車場からはほと

んど見えなかったけど、清泉寮までいってみました。そしたら、想像以上の星の数

でした。原っぱに寝ころがって星を見ていると、流れ星が見えました。いいことが

ありそうです。大成荘はそこで冷えた体を温めてくれました。ありがとうございま

した。 2014.9.27 日野第四中学校 
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28．    
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29．   Ｈ26．9．19（金）～20（土） 始めての大成荘です。車を買い変えたので、ナ

ビを使ってのドライブです。余裕をもってきたのですが、色々なところに寄ってし

まい、大成荘についたのは、いい時間になってしまい、清里付近を見ることができ

なかったので、明日にはリレー旅日記で教えて頂いたところに行きます！食事はす

ごく美味です！！私はきのこが好物。それに野沢菜がおやき？のような料理になっ

ており、とても美味しかったです。今度は、友人を連れてくるのでよろしく(^o^) 

次回はどんな料理が出てくるのか楽しみにしています。 

30．   26.9.23 夕食とてもおいしかったです。ただ量が多すぎて残してしまい、ごめ

んなさい。お子さまランチもボリュームたっぷりでした。もう少し量を減らして下

さい。残したらもったいないです。 上田の無言館、信濃デッサン館をまわって大

成荘にやっと着きました。明日は清里を少し見て、早目に日野に帰ります。 

31．   26.9.24 夕食、おいしかったです。量も多く満足です。係りの方の接客も笑顔

があり、うれしかったです。今回はドライブで清里を周りましたが、次回は自然や

季節を楽しみつつ、ゆっくり泊まろうと思います。冬の清里、八ヶ岳を楽しみたい

です。また、うかがわせて頂きます。ありがとうございました。日野市栄町 

32．   朝食のバイキング、食べやすかったです。パンにも切れ目があり、少量をとりや

すく、コーンスープはおいしく、係の方の接客がよいです。帰りに返却口で「今日

お帰りですか」「雨でキリもあるからお気をつけて下さい。」と、声をかけてくださ

り、うれしかったです。 

33．   2014 年 8 月 14 日～16 日 家族 6 人、いとこ 2 家族、オバオジと来ました。 

14 日…ベルガに行きました。川でおよぎました。水はとてもつめたくて足がいたく

なりました。 15 日…山にハイキングに行きました。川や、虫などもいてきれいで

した。 16 日…天然水の工場見学に行きます。夕食はおいしかったですが、量が多

かったです。ｂｙたいやき 様 

34．   Ｈ26．8.30 ✌グワツ！ 日野2中でした。 

35．   Ｈ26．9.14 バドミントンと卓球、超―楽しかった。毎年来てます。 日野五小 

（Ｔ．Ｋ 様） 

36．   へーせー５６めん 朝のバイキングは肉ブク×デレタ。バイキングの中身ハ、

チーズフォンで、2 枚ソーセージ 5 個、たまゴ 2 個からアゲ 3 個肉ダんゴ 3 個サら

だ１すクイデＳＵ。ひ野大五少四めん生 ＳＫ 様   
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37．   初めて大成荘に来ました。まず、宿をみて驚いたのは、内装がとても綺麗という

ことだ。料理もおいしく、（天ぷらのカボチャだと思って食べたのがゴーヤで驚い

たが）嫌いなものが多い私でもほぼ完食をすることが出来た。女子 1 人でこんな大

きな部屋で寝るのは心細いが、ゆっくり一人の時間を味わいたいと思う。あと、1

日お世話になるので、よろしくお願いします。この三日間で学べたことを、文化祭

にあますことなく発表したいと思う。悪天候のせいで、しかみれなかった。シカの

フンはとれたよ。ヤマネミュージアムでヤマネのコスプレした部長。生物部、紅一

点より。  

38．   今回は家族 4 人で、4 回目？の宿泊でした（1 泊 2 日） 行きにはまず「ききょ

うや」に寄って、信玄もちの包装体験をやりました。やってみたら以外と難しく、

「つつんでいる人すごい！」と、思いました。おみやげを見ていると、「信玄餅風

味のキャラメルがあり、友達におみやげとして買っていきました。信玄もちは毎年、

家族でおみやげで買っていて、今やプリンやゼリー、クレープにまでバリエーショ

ンが広がり、いろいろな信玄もちを楽しむことができます！あと「信玄もちソフト」

というとても美味しいソフトクリームに信玄もちが 3 個もそえられているソフトク

リーム（とても美味しい）が、あるので、ぜひ時間があるときに行ってみてくださ

い♪ とてもおすすめです。道がめっちゃこんでました。その次は「サンメドウズ」

に行きました。そこではリフトに乗ったのですが、緑がキレイで、とても絶景でし

た。さらにリフトを降りた先にもてんぼう台が…。今までの中で、一番キレイな景

色でした。また、遊びの部分ではトランポリンのようなものをやりました。トラン

ポリンと機械がれんどうしていて、ものすごく高くまでとびます。無動状態が楽し

めるものなので、地におりたときのかんかくが少し変に感じました。大成荘さんに

はいつもお世話になってます！！ また来年も来ます～♪ その時もまた、よろし

くお願いします！！本当にありがとうございました。 

39．   2014.8.25 ＨＡＰＰＹ！！  家族で旅行に来ました。大成荘に来るのは 3 回

目です。1 泊 2 日で、1 日目にこのノートが回ってきました。大成荘といえばやっ

ぱり…おいしいごはん！夜ごはんもおいしかったです！団たいとうに泊まりまし

たー！これからも家族で利用したい！！ 楽しかった。 たいせいそうはとっても

おふろが気持ち～。 また来年。バイバイ。 

40．   2014．8 月 25 日月曜日 私は 2 泊 3 日大成荘にいました。すごく楽しかった。
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一番おいしいバイキングの食べ物はスープです！ とてもおいしかったよ！！ ま

たたべたいな～。卓球とバトミントンをやりました。つかれた！！けど、楽しかっ

たよ！！おばあちゃんが死にそうだった！！あと、おばあちゃんのはだをみて、ゆ

うれいみたいに白かったよ！  お風呂とてもきもち良かったよ！！おばあちゃん

の感想…卓球が大変上手になり、うれしく思います。心の生長と身体の生長、この

様な機会の場所がある事は本当にありがたい事です。お世話になりました！！ 卓

球はくれぐれも気をつけましょう。スリッパですべってけがしたから。スリッパを

はいてすべるよ。楽しかったです。大成荘サイコー！！ 

41．   わたしたちのへやにはダニがいっぱいいました。ダニつかまえるのはめんどくさ

いけどなんとかつかまえることができました。たのしかった。 

42．   2014.8．14.15 何年ぶりでしょうか。娘親子と一緒に来ました。なつかしいで

すねえ。いつきてもいいです。また来ます。ごはんおいしかったです。 

43．   1 泊 2 日でした。ごはんおいしかったです。バドミントン、卓球も楽しかったで

す！ありがとうございました。また来年、来るやもしれないです。では×２(̂ o^) 

Ｈ26．8.15～16Ｈｒ 

44．   2014.8.30 朝 7：10 20 代男 男 4 人、女 4 人で泊りに来ました。2 人だけまだ

起きません。もうすぐ朝食。１人は風呂に行きました。小学５年の移動教室が懐か

しい大成荘。綺麗だし、安いし、こんないいところだったんだなーと、しみじみ思

います。あーもー今日帰るのか～。仕事したくないなあ…。それまで満喫しなくて

は…。行くぜ諏訪！みんな起きろ！ 

45．   9・13 土朝 今日は大せいそうを出て、川また川に行きます。その前の食事、バ

イキングが楽しみです…。なにでるかなぁ？ 

46．   2014.9．22 清里、寒いですね。今年は秋が早いです。〝大成荘〟初めて利用し

ました。清けつでキモチがいいお宿です。夕食も量もたっぷりで、とてもおいし

かったです。朝のフロも利用しました。これから貸自転車で周辺さんぽします。ま

た利用したいです。昨日は川俣川でニジマス釣りをしました。牧場で孫が馬に乗り

ました。今日は川俣川ハイキングをしたいです。〝日野市民〟じゃないのが残

念！！です。お世話になりました。次回は星が見られるといいなぁ。 

47．   8/29.30 夏休みさいごのＢＢＱ！！ 今回、初めて大成荘に宿泊をしました。

一緒に同行したメンバーの中には日野市在住で、学生時代に林間学校（？）の際に
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来たことがあると言う者もいて、思い出を語っていました。ＢＢＱ、肉・野菜・焼

きそば！！どれも自分たちで焼いて食べるのは美味しかった～。サントリー白州の

工場見学の際においしい地下水の話をききました。夏といえば！！手もち花火もよ

し！線香花火も良し！ シャトレーゼ、白州、最高地点の線路、幸せの鐘などをみ

てきました。大成荘から見える景色はさいこーです！    

48．   2014.10．11 たいせいそうはたのしいです。 

49．   2014.11．3 きょうは、たいせいそうにいきました。たいせいそうでゆうごはん

をたべました。なんとごはんをいっぱいたべました。いつもはいっぱいたべなかっ

たけど、きょうはいっぱいたべられて、じぶんががんばったとおもいました。おい

しかったです。おさしみや、ぜんぶおいしかったです。 

50．   2014.10．13 久しぶりに大成荘。夜から来て、楽しみだった夜食は食べられな

かったけど、  けどとてもたのしかったです。また来年も来れたらうれしいで

す！！雨が降ってしまって残念だけど、夜だけでもたのしくすごせたのでよかった

です。 

51．   平成 26 年 10/25～26 南平小学校 4 年生 大成荘サイコ～！ 大成荘には、なん

どもきたことがあります。けれど「リレー旅日記」をかいたのは、はじめてです～。

ここは、カメムシがでてそれをとるのがちょっとたのしかったです。ねるところも

きれい！朝ごはんも夜ごはんもおいしい！かえりたくなくなるよ！星空もきれい。

自然バンザイ。 

52．   カメムシ座も見えました。星空…！きれいすぎる！あまの川・カシオペア座・夏

のだいさんかく・はくちょう座・こと座・わし座・ペガサス…！ものすごく…きれ

い！東京とは大ちがい！ 

53．   October,26th,Sunday 夕食と、朝食のバイキングすごくおいしかったです。     

54．   2014.11．1 昨朝夫と 2 人日野を出発して、まず予定していた妙高高原に宿りま

した。やはり私が子供の頃から思うと、昔（40 年前）からすると、高速が通り便利

になったとはいえ、遠いですね。急きょ電話したら空室（ここ）があり、もう一泊

することになりました。先程、長坂高速ＩＣ降りたらガスって、もう日が暮れ夜道

はたいへん恐かったです。道路のセンターラインすらよく見えませんでした。子供

が小さい頃は府中市民だったので隣の府中山荘に（しかも自炊で）スキーに何度も

きました。大成荘ができて新しく？うらやましくながめてました。家族でスキーを
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するのはリフト代や昼食代がけっこうかかりケチケチ…。でも、楽しかったですね。

日野市民となり子供は移動教室でここを利用し、なかなか大きくなると都合がつか

ず、家族では利用できませんです。このノートを若い方々が綴っていらして、楽し

い様子が伝わっていいですね。テレビがないと時間がゆったり、この広さを 2 人で

ぜいたくですね。スタッフの方も気持ちのよい対応ありがとうございます。お食事

は税込で値段すえ置き。企業努力に感謝します！！本当に本当にありがとうござい

ます。きっと維持するのに税金が沢山使われていると思います。是非皆で利用して

廃止にならないようにと思います。カメムシガムテープでとれとは（> <)good な

アイデア(̂ _^)。 

55．   友だちとあそびにきたよ！友だちとあそんだら１：３０までおきちゃった(̂ _^)v。

すごいたのしかった。 2014.10．13 

56．   Ｈ2611 月 2 日（日）～11 月 3 日（月）初めて大成荘に来させてもらったときは

まだ小さく、記憶がありませんが、建物もきれいですごく良いところだと思いまし

た。初日は牧場公園に行き、紅葉できれいになった景色を見ました。ものすごくき

れいで、しかも雲海まで見えて感動して写真を何枚もとってしまいました…（笑）。

その後は丘の公園に行き、パターゴルフを楽しみました。富士コース（？）をやり

ましたが、コースが多く、けっこう楽しめました。ボロボロでしたが…。（コース

のことではなく、私の成績です。）お風呂はゆっくり楽しく入らせてもらいました。

きれいで、本格的な温泉のようでした。快適で～。夕食はたくさんあって、食べき

ることができないくらいでした。（ごめんなさい…。）その後卓球をしたのですが、

良い運動になりました。良かったです。朝起きたときも、朝焼けができていてまた

写真を…（笑）。きれいなのでおすすめです。（6 時前に起きないと見れませんが…）

朝食はバイキングでしたが、品数が多く、食べたいと思うものばかりでした。とて

も過ごしやすく、ごはんもおいしかったので、また来たいです！！ありがとうござ

いました。（高幡女子12才 様） 

57．   2014.10．11 家族で来ました！！（おばあちゃん、おじいちゃんも）大成荘に

来るのは、2回目です。（１回目は2歳だったので、ほぼ初めてみたいなものです）

ゆったり出来て、すごく良いと思います♪楽しいです。お菓子もサイコー。大好き

大成荘 夕飯も良かったぁぁ～★ また行きたーい！！卓球もやりました～★    

    I♥TAISEISO 手作りアップルパイ超～美味しいー♡ お風呂もサイコー （ＹＵＭ
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ＥＮＯ 様） 

58．   10.25．2014 家族 4 人で来ました♡  食事まで暇なので妹と絵しりとりをさ

せて頂きます。卓球がとても楽しかったです（妹）妹が下手でした。（姉）でもビ

リは母でした（妹）またみんなでやりたいです。（姉） 

59．   11 月 1 日（１日目）久しぶりの大成荘でワクワクしてます！私は今６年生です

が、５年生のころに１回移動教室として来た事があります！私は室長というとーっ

ても大事な仕事（部屋の管理のリーダー+室長会議に出席する）をまかされていた

ので、団体棟の方はけっこう覚えています。なので、食堂やくつ箱などに行く時、

みんなでおしくらまんじゅうしていた。きおくが…思い出すと（笑） みんなでふ

とんをしいて、ねた時は「もう１日が終わっちゃったの！？」と、正直びっくりし

ました。ご飯もおいしくて、おふろも気持ちいし、部屋もきれいでずっとここにい

たかったです！ご飯楽しみー！おふろも楽しみー！ねるのも楽しみー！もう全部楽

しみです！それではまた明日！（ここからは一年生の弟にバトンタッチ）（ｂｙ 

Ａ・Ｏ 様） たいせいそうにはじめてきました。あしたがとてもたのしみです。

なにがおこるかたのしみです。（ｂｙ Ｙ・Ｏ 様） 11 月 2 日（2 日目）昨日は

満足しました！ご飯もおいしいし～、ふとんも最初にねっころがった時は、もう気

持ち良くて～（と、いいながらおそくまでおきていました）今日のあさごはんも

チーズフォンデュが出て厚焼き卵もおいしくて～、もういっぱい食べて満足！今日

は美しの森に登りました。そばも食べました！とろろがかかっていたんですけど、

そのとろろが本当の本当のトロロで～！ちょーおいしかったです！今日もおふろに

入ってねるのが楽しみです！明日が最後！楽しもう！（ｂｙ Ａ・Ｏ 様） 11 月

3 日（3 日目）おはようございます！今日の朝ご飯もおいしかったです！ぜったい

また来ます！以上！Ａ・Ｏでした！今日というひになってしまいました。きょうは

うちにかえらなくちゃなりません。またぜったいきます。 

60．   夜のおかずおいしかったんふんふ！ なめこ日記～食べ物へん～アップルパイサ

イコー！2014 年 10 月 11 日・12 日 バイキングまた食べたい。ごはんたべれな

かった。 なめこ日記～おふろへん～ ねちゃうほどきもちいい！！ なめこ日記

～まとめへん～というわけで、ごはんもおいしいし、おふろもきもちいい、大成そ

うにようこそ！ちなみにわたしは、にじますをつったり、シャトレーゼでアイス食

べほうだいをやったり…オルゴールを作ったりしたりしました！大成そうで楽しん
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でいって下さいね！ 

61．   平成26年10月24日、25日でお世話になりました。今年だけなのか？わからな

いですけれども、部屋にカメムシがたくさん！！！そなえつけのガムテープで取っ

ても取っても、たくさん出て来ます。やさしく取ればそこまで臭くなりませんケド

…。カメムシ以外は食事もたくさんあって、とてもおいしかったし、お風呂も最

高！！たのしかったです！ 

62．   Ｈ26 年 10 月 29 日 4 人で 1 泊させて頂きました。食事も美味で、楽しく過ご

させて頂きました。大成荘は今の時期は紅葉もきれいで最高でした。お世話になり

ました。 

                                                          


