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平成２７年２月～２７年５月 

    （順不同。用字については原文のままとしました。） 

１．  2015年3月21日 シャトレーゼと  

いうスキー場に行きました。２回ころびま

した。昼ごはんを食べおわったら下のかい

でうってるアイスのまっちゃあじをたべま

した。さいごに２回すべりました。つぎに

大せいそうにいきました。夜ごはんはいっ

ぱいありました。そのつぎにバトミントン

をやりました。そのつぎにおふろにはいり

ました。広かったです。次の朝またスキー

場に行きました。（古川 様） 

２．  H27.3.28（土） 春休みに２泊でスキー旅行に来ました！！気温が思った以上

に髙く、雪が（ベチャ）×２状態でしたが、楽しく滑ることができました。そし

て、お楽しみや第２弾！大成荘！！ごはんがすごくおいしくて、オフロも気持ち

良くてしかも安くて最高ですね。団体棟には初めて泊まりましたが、さっぱりし

て広くてテレビがない分静かで良いです！明日も朝からスキー場へ行き、楽しん

できます♪楽しかったニャン！！ 

３．  H27.5.2（土） たいせいそうにきてはじめて山のぼりをしました。とちゅう

川があって、ちょっとだけ水をふんでしまいました。でも、いろいろなことが

あって、たのしかったです。ホテルにもどってごはんをたべました。いちばんお

いしかったのは、とうふでんがくでした。これからもおいしいごはんをどんどん

つくってください。 

４．  H27.4.26（日） 友達や家族と利用したことがある大成荘に、今回は彼女と初

めて利用しました。彼女も、とても大成荘を気に入ってくれました。今度は、未

来の家族と一緒に来たいです。（F.M 様） 

５．  H27.3.31（火） きょう、あたご山こどものくににいってきました。おもしろ
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いじてん車にのりました。一人のりのときは、カーブがむずかしかったです。フ

ルーツ公えんにいきました。アクアアスレチックであそびました。そのあと、せ

いせんりょうにいき、ソフトクリームをたべました。ソフトクリームがあまくて

おいしかったです。 

６．  たのしかったです。夜のトイレがこわかった。 

７．  H27 3/29～31 母、中３、祖父母 冨岡製糸場にいってから、ここまで来ま

した。もう、５、６回目です！！富岡製糸場はとてもすごかった。歴史の教科書

に出てくる写真と同じでした！！大成荘のゴハンは相変わらず美味しかったです。

また来たいね。ありがとうございました。Thank  you！ 受験終わってから初

めて来た旅行！！ 

８．  〝１５〟4/11～12 小さい時から家族と何度も訪れています。もう、１０年以

上も前から来ていますが、いつ来てもお部屋がキレイで、ご飯もおいしく、そし

て何よりもアットホームな雰囲気が大好きです。また来年も来たいと思います。

（１６才 HYTK☆ 様） 

９．  H27 5/3 213号室すずらん 今日はくもりでした。でも、すずしいので過ご

しやすい1日でした。しかも、この213号室からは富士山が見えます！くもって

たから、見えにくかったけど、すごくすてきでしたーー！また、来たいなーと、

思いまーす！ 母：大成荘は何度かお世話になっています。支配人さんをはじめ、

いつも笑顔でいやされます。私共が行ったおすすめスポットをいくつか紹介しま

す。 ☆白州べるが…浅瀬の河で水遊びができたり、ウォータースライダーも

あって子供達大喜び！！にじますのつりやその場で焼いて食べられます。自然路

の散策も気持ち良いです。 ☆萌木の村…かわいくて個性的なお店がたくさん

あってカントリー園？な、素敵な雰囲気の場所です。『キャロル』というお店で

の手作りケーキ、次はぜひ食べてみたいです。『自然木工房ONO』では、自然木

のクラフトを教えてもらえます。ゴム鉄砲を作りました。なんともいえないかわ

いいクマのペン立ても！木のぬくもりが直に感じられる体験です。『ロック』と

いうレストラン、ビールとカレーが有名らしいです。くんせい（ベーコン旨し！）

も、とてもおいしく、店は長蛇の列でも回転が良いので、思ったよりもすぐに入

ることができます。 ☆滝沢牧場…ぜひ乗馬してみて下さい！！バギーも土埃ま

みれ覚悟で楽しんで下さい。ハマります。（笑） 
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１０．  2015年3月29日日曜日～3月30日 こんにちは 大成荘にはいつもおせわ

になってます！いつもおいし～いごはんがたべれるし、いろいろサービスがある

ので、とてもたのしいです♡ 

１１．  2015年3月27～28日 今日、私たちはスキーに行ったあと、大成荘にとまり

にきました。私は移動教室を含め、大成荘には計５．６回くらいきています。い

つものとおり、たっきゅうやバドミントンなど楽しい遊びやおいしいごはんなど、

1泊2日ですが、とても楽しみでした。又、来てみると、知り合いがいてよけい

盛り上がりました。スタッフのみなさんもやさしく、とてもじゅうじつした春休

みが過ごせそうです。また、大成荘に泊まりにきたいと思います！弟は初スキー

にチャレンジ。 

１２．  4月2日～4月4日 今日は夕ご飯を食べた後、お父さんと、お母さんと、妹

でたもくてきしつにきました。バドミントンをかりてやりました。はじめはでき

なかったけど、だんだんつづくようになりました！近くのオルガンもやりました。

すごくたのしかったです！たっきゅうもしました。たのしい1日でした！あせだ

くになった後のおふろはサイコー。 

１３．  2015.4.29 二年前に大成荘に行き、とても楽しかったので、2 泊泊まりました。

朝ご飯、夜ご飯とても美味しかったです。夜は、たっきゅうをしたり、てんたい

かんそくをして楽しみました。27.28日はお客さんが少なかったので、少し残念

でした。お風呂もとても気持ち良かったです。大成荘のかたがたが、とてもしん

せつだったので嬉しかったです。28日の夜もとても美味しかったです。2日目は

バドミントンとオセロをお借りしました。バドミントンはだんだん何回もつづく

ようになりました。ここの大成荘は本当に皆と一緒に住んでいるお家のようでし

た。大成荘の方々、本当にえがおに出迎えから帰りまでえがおでしんせつに本当

にありがとうございました。2泊3日もとても短くかんじました。また2年後か

1年後にうかがうので、ぜひ、えがおでお願いいたします。本当にありがとうご

ざいましたー。たのしかったー。 

１４． 2015.4.30 今回、移動教室で利用させていただくということで、実踏で一拍し

ました。予想していた以上に、施設がきれいで、お風呂も楽しむことができまし

た。夕食では、ブリのお刺身に脂がのっていて、とてもおいしかったです。また、

鍋やロールキャベツ等、種類も豊富でお腹一杯食べることができました。明日で
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帰らねばならないことが、とてもさびしいですが、移動教室では生徒と共に楽し

い思い出をたくさん作りたいと思います。では、7月。大成荘またよろしく！！

（S・S 様） 

１５．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

１６． ありがとうございました。たのしかったです！！ 

１７． はじめての「大成荘」。私は 2 泊 3 日しかとまらなかったけれども、部屋の使い

ごこちに食事のおいしさといい最高でした。この、日記を見ている方も次の人にそ

のことを伝えてあげてください。（2015/5/4） 

１８． 3 月 21 日 今日はスキーをしにきました。サンメドウズでした。十回ほどころ

びました。へやでは友だちといきうめをしたり、ばばぬきをしたりしました。ちな

みに、ぼくは日野市に住んでいて、六年生か五年生でいどうきょうしつでまた来ま

す。大成荘さいこう。 

１９． 2015年3月28日（土よう日）きのうのすきいがたのしかったです。 

２０． 3 月 20 日（金）今日は、二日も大成荘にとまれてうれしいです！おふろで泳ぎ

まくりました。＜笑＞一日が楽しくてあっという間に終わってしまいました。ごは

んもたくさん食べて大まんぞくです。ゆったりくつろげました♪♪ また来たいで

す！（N．H 様）ディズニー大好きです♡ トイレは部屋にあるとべんりです！ 

２１． 3月30日（月） 大成荘は今年の12月にも 1泊 2日でとまりました。今回はひ

さしぶりに春に来てスキーをしました。スキーはつかれたけど、たくさんすべれて

楽しかったです♡ また、大成荘の部屋はいつも☆ピカピカ☆で、とても気持ちが

いいです。夕食もとてもおいしいし、言うことはなにもありません！こんな、いつ

来ても気持ちの良い大成荘が♡大好き♡です。絶対また来ます！大成荘大好き♡ 

（日野市在住新中１ 様） 

２２． 3 月 31 日（火）スキーをした後に大成荘に来ました。たっきゅうが楽しかった。

ごはんは、おいしかった。さいこう 

２３． 5/2～5/3 JC2♥ こんにちはー！！卓球楽しかったです。2 回も借りました！そ

して、大成荘といえば… ご♡は♡ん と お☆ふ☆ろ ごはんとてもおいしかった

です。さらにおふろも 1 泊 2 日なのに３回も入りました。5/2 に行われた、読み聞

かせも楽しかったです。２日間お世話になりましたー。また来ますー。 

２４． H27.5.3～4 １泊 本日は春料理のメニュー（弐）でした。毎回食事は楽しみに

しております。今日は、蒸し物の「白魚の茶碗蒸し」が、一番おいしかったです。

あと、おさしみも毎回おいしいです。明日、5/4～宿泊する、私の親友の J 子さん。

この部屋２１０に泊まって、リレー旅日記を見てほしいです。一日違いの宿泊なの

で、大成荘で会えなかったのは残念ですが、また、地元で会いましょうね。（日野
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市在住Mieko様） 

２５．
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２６．  きのうは、たきざわぼく場にいったよ～～。 

２７．  H27 3/30 大成荘、もう何回来たかな～。でも、２年ぶり位に来ました。御

無沙汰しています。個室はテレビもトイレもあってスバラシい 笑  おなかが

痛くなっても、すぐ駆け込めるから！！ 今回は、私（もうすぐ高１）と、母、

祖父と来ました～。ここに来る前、軽井沢のアウトレットに寄って、洋服を沢山

買ってもらった！！すっごい充実した１日でした。ご飯も美味しかったです。そ

のあと３人で卓球をしました。私、ほとんど初めて卓球のラケットにさわったん

だけどたぶん３人の中で一番強いと思う 笑（ただの自慢） ピアノもあるよ！

ペダルはないけど！ 明日の朝もやる予定です☆ バスケットゴールもあればい

いのになあ…。すごく楽しかったです。２日間ありがとうございました。 

２８．  H27 4/2 アイスやぎゅうにゅうなどたくさん食べて、たくさん飲みました。

アイスは２こ食べたのですが、まだ、食べたいです☆  

２９．  H27 4/2 木曜日 きょうは、おばあちゃんとおじいちゃんとおねえちゃんと

わたしできました。とてもたのしかったし、おなかもいっぱいになり、ぎゅう

にゅうとパン食べておなかいっぱい、しあわせでした。ここへきてよかったです。 

３０．  ４月２５日 夜は木星がみえた。お父さん、お母さん、おとうと、わたし ４

人できました。 

３１．  ５月４日 ４人かぞくでこんかいはきました。おふろはちょっとせまかったけ

ど、はじめていったから、すごいとおもいました。またいきたいです。 

３２．  3/26 今日はスキーから帰ってすぐ部屋にいってふろにはいったら、ゆかがと

てもあたたかくて気持ちよかったです。料理もゴーカでとてもおいしかったです。

とてもすごしやすかったです。 

３３．  3/28・29 二泊三日のスキー旅行。一番下の息子（小３）が今まではそり専門

でしたが、今年からスキーデビュー！！中３、小６、小３。３人+私の４人でス

キースクールに入り、基礎を習いました！雪はベチャベチャでしたが、２日間と

もたっぷりすべることができました！！今度は冬休みに来たいです！！ ごはん

もおいしく（朝も夕も！！）おフロも気持ち良く、また、まわりの景色もきれい

で、どの季節に来ても大成荘は良いですね！！ゆっくり楽しく過ごすことができ

ました。ありがとうございました♡ 明日は清泉寮にアイスを食べに行きます。

チーズケーキ（カステラタイプ）も、おいしいですよ！また来まーす！！ 
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３４．  ３月２８日 スキーがとても楽しかったです。春から高校生☆☆ 不安もある

けど、精一杯がんばって高校を最高の場所にします！！ 

３５．  4/4 ごはんがとってもおいしかったです。ちかくに、いろんな場所があって楽

しかったです。スキーは今回乗れなかったので、また今度来る時は、冬休みに来

たいです。ホテルではたらいている人が、ふとんをしいてくれたので、すぐにね

むれました。おふろは、とっても気持ちよくて、温かかったです。こんど来た時

は、ろてんぶろがあるといいなあ～。家に帰るとき、おみやげを買っていきまし

た！！ごくらく。ごくらく。楽しかったです。 

３６．  4/30 夫婦でお世話になりました。GW の頭で、とてもゆったりと過ごせるこ

とができました。何度か利用させていただいていますが、いつもおいしい食事、

広いお風呂、大自然、和室などなど、心もおなかも満たされます。ポッポ牛乳や、

野菜、くだものなど、どっさり買って家に帰るのも、いつものおきまりです。ま

た泊まりに来たくなる大成荘なのです。 

３７．  ５．２土曜日 ５さい たのしいです。おんせんもきもちいです。たのしみに

かぞくできました。おうちもひろくてたのしかたです。ありがとうございました。 

３８．  たのしかったよ。おんせんも。ごはんをいっぱいやってたのしかったよ。また、

いちにちはずっとけがとかびょうきにならないようにし、１０までもづっとなら

づにね。 たっきゅうのよる、ほしはすごいきれいだったよ。かいだんのうえで

はとってもきれいだったよ。こんどもくるからそれまでバイバイ。 

３９．  ４月２９日 今日は富岡製糸場へ行って来ました。一度見たいと思ってました

ので、よかったですよ。世界遺産になってから、とても混んでました。それから

大成荘に来ましたので２００K 近く走り少しつかれました。お風呂に入って一休

みです。明日の朝食はバイキングではなく、ちょっとガッカリです。明日はアウ

トレットで野沢菜を買って帰ります。（主人と二人で来ました。）主婦、年令ヒミ

ツ！！ 

４０．  ５月１日 今日は富岡製糸場、雲場池、吐竜の滝に行って来ました。冨岡製糸

場は混んでいました。そして、大成荘に来ました。大成荘の料理はとても美味し

かったです。星がとても綺麗でした。又、大成荘に来たいと思います。 

４１．  ５月２日 今日は、３回目の大成荘です。だから、今日の料理楽しみです！ま

た、、次も来たいなー。 
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４２．  ２０１４年３月２１日（金） 雪☃ １０５号室 わたしは、１才の時からた

いせいそうにきていました。今わたしは９才になってたいせいそうにすごくお世

わになりました。たいせいそうに来ると、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時ぐらいに目をさ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いました。もう、４月で１

０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、おふろへ行きました。温かくてずっと入っていたい気もちになりま

した。そして、朝ごはんを食べました。朝ゴハンはバイキング♪とってもおいし

いです。夜は、クラフト教室もやったよ！また来たいです。（山崎 様） 

４３．  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、道路脇のつ

みあげられた雪を見て、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。大成荘は家族でいやされます

ね。これから、夕飯楽しみです。 

４４．  ３月２２日（土）～２２日（日） １０才 今日はシャトレーゼスキーリゾー

ト八ヶ岳に行きました！！ 何回かここには来たことあるけど、いつ来ても、い

い所だな～と、思います。いつもありがとうございます。また今度来ます。☆ 

４５．  今日はシャトレーゼスキー場に行きました。いっぱいすべって、とっても楽し

かったです。また行きたいです。大成荘さんにもお世話になりました。ありがと
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うございました。 

４６．  2015 4/18 今日は家族で大成荘に来ました。もう、何回目か分からないくら

い利用させて頂いています。（笑）夕食も量も調度で、とても美味しかったで

す！！牛乳鍋がまろやかな味で好きです♡♡ クラフト教室でカブトを作りました。

なかなか格好良くできました。 

４７．  Hallo 私はあーにゃん。ねこ科のとらくんと友だちよ♡♡ 今度学校の行事で

来るからよろしくね♡  

４８．  2015.5.16 ごはんがおいしかったよ。おんせんがきもちよかった。近くにあ

る吐竜の滝のハイキングコースがとても良かったです。 

４９．  きょうね～☆ たいせいそうにきました！！１０３にきたんだー。ごはんがた

いせいそうはーおいしいんだよー。はじめにスキーにいきました。とってもたの

しかったです。またきますー。まっててください。ぜったいまたくるよ。さよう

ならー。 

５０．  ４・１２日曜日おっはよ～！！今日は２日目で今日帰ります！！きのうの夜に

やった卓球とバドミントンが最高に楽しかった～♡♡ ごはん食べてすぐうごいた

から少しきつかったけど久しぶりに汗かいてきもちよかったし、ごはんもおいし

かった～♡ アウトレットでかいものとかもして、たのしかった～！今日はハイ

ジの村にいくよ～☆☆ めっちゃたのしかったよ～♡♡ 

５１．  2015 ４月１２ 題名「バイバイ」 たのしかったー(̂ _^) ごはんおいし

かった！ 

５２．  5/10 みんなで来た。おふろ気持ちかった。バドミントン、たっきゅう楽し

かった。 

５３．  2015.5.10 バーベキューをしました！やきマシュマロがとってもおいしかっ

たです。川でカエルを見ました。 

５４．  5/11（日）214 ごうしつ 今日ははれ。たのしかったです。おんせんもいきた

いし、よるごはんもおいしかったです！いえからもってきたモールであそんだり

してねました！そとのよるのけしきは、きたばっかりのとき、たきびをしている

人がいました。よるになると、花火をしている人もいました。ここにいったこと

があります。たのしいところや、やすめる２１４ごうしつも、おへやがひろくて

よかったです。このホテルに行ったら、これからもなんかいも、なんかいも行き
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たくなりました。すごくたのしかったです。  毎度お世話になっております。

来る度にリラックスしてリフレッシュして帰ります！ありがとうございました。 

５５．  2015.5.10 ぼうけんごっこをしてたのしかったです。バーベキューのマシュ

マロがおいしかったです。 

 

 


